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人間主義と形而上学 

―人間性をめぐるハイデガーとレヴィナスの対決― 

 

小手川 正二郎（國學院大學） 

 

 

ひとは、もはや思考することなく、「哲学」と称する営業に従事してい

る。さらに、このような営業が競合しあうなかでは、それらの営業は、

われこそは何々イズムであると、公の場で自分を売り込み、自分に高

値をつけようとするのである。 

M. Heidegger, Brief  über den » Humanismus « , GA9, 317. 

 

 

はじめに* 

 

現代において、人間主義（ヒューマニズム）を声高に主張することほど反時代的なこと

があろうか。一方では、人間性の尊重を謳うことであらゆる束縛や差別から人間を解放す

る類の人間主義は、時代の流れの中でその役割をすでに終えたように見える。他方、人間

主義はつとにその限界が指摘されてきた。ある属性をもつものを「人間」として認めるこ

とは、その反面で、当の属性をもたないものを「人間」という集団から排除することを含

んでおり、人間主義は「人間」として認められない集団（重度障碍者、動物、自然）の「非

人間化」や「人間のための使用」と一体をなしている、とされる。人間主義はもはや当た

り前となったことしか述べておらず、その限界や偏狭さを指摘することが、現代人の開か

れた精神を示すことになるかのようだ。 

半世紀近く前、レヴィナスが「人間主義と無起源」（1968 年）をはじめとする『他なる人

間の人間主義』（1972 年）に収められることになる論考を書いたときも、事情は全く同様で

あった。レヴィナスは自らの論考を「人間主義という言葉にまだなおたじろいでいないか、

もうすでにたじろぐことをやめた反時代的考察（considération inactuelle）」（HAH 11）と呼ん

でいる。ただし、すぐさま彼が付け加えているように、この「反時代的考察」は、現在進

行形の問題（ l’actuel）を無視したり、否定したりする「反動的」なものではなく、支配的な

伝統や―しばしば伝統に没入しながらそれに反抗したつもりになっている―時代の潮

                                                           
* ハイデガー、レヴィナス、サルトルの著作からの引用には、以下の略号を用いた。翻訳にあたって

は既訳を参照させて頂いたが、表現や訳語は適宜変更させて頂いた。  

Martin Heidegger, GA9: Brief über den Humanismus, in: Gesamtausgabe. Bd. 9, Frankfurt am Main: Vittorio 

Klostermann, 1976. （『「ヒューマニズム」について』、渡邊二郎訳、筑摩書房、1997 年）  

Emmanuel Levinas, HAH: Humanisme de l’autre homme, Montpellier: Fata morgana, 1972. AE: Autrement qu’être 
ou au-delà de l’essence, Den Haag: Martinus Nijhoff, 1974, Livre de poche.  

Jean-Paul Sartre, EH: L’existentialisme est un humanisme (1946), Paris: Les Editions Nagel, 1952.（『実存主義と

は何か』、伊吹武彦訳、人文書院、1955 年）  



人間主義と形而上学（小手川正二郎） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.12 2018 
 
 

 2 

流とは異なる仕方で思考しようとするものだ。  

反時代性とたんなる反動を分けるのは、いかなる点にあるのか。例えば、フェリーとル

ノーは、『68 年の思想』（1985 年）において、ポストモダンの「反人間主義」が自律に基づ

く近代哲学の人間主義の限界や一面性を強調し過ぎた結果、人間主義自体を否定してしま

ったことを非難している1。彼らの主張には、今日なお傾聴に値する点が残されているのだ

が、彼らが自らの擁護する「人間主義」をハイデガーによる批判に耐えうる形で提示でき

ているとは思えない。近代の人間主義を誰よりも厳しく批判すると同時に、人間の人間性

について従来とは異なる仕方で思考しようとしたハイデガーと向き合い、たんに従来の人

間主義に回帰するのではなく、ハイデガーとは異なる思考の道を（ハイデガーと同程度の

体系性を通して）提示できているのか―この「対決」の有無こそが、反時代性を反動か

ら隔てるのだと思われる。そして、筆者が考えるに、ハイデガーとのこのような正面から

の「対決」を試みたのは、ハイデガー主義者たちでもデリダでもなく、レヴィナスである

2。本論は、このような見立てのもと、（1）ハイデガーの主たる批判対象であったサルトル

の実存主義的人間主義の立場をまとめ、（2）『「人間主義」について』におけるハイデガー

の人間主義批判の眼目と、ハイデガー自身による人間性再考の試みを再評価する。そして、

（3）レヴィナスによるハイデガーとの対決を幾つかの論点に絞って検討し、レヴィナス自

身の「他なる人間の人間主義」の哲学的意義を再考することを試みる。  

 

 

１．サルトル『実存主義は一つの人間主義である』（L’existentialisme est un 

humanisme） 

 

議論の大前提として、『「人間主義」について』の参照対象であるサルトル『実存主義は

一つの人間主義である3』（講演 1945 年、出版 1946 年）の要点を本論に係わる三点―行

                                                           
1 「スターリンが 1936-1938 年の「大粛正」をおこなったのは、彼がまだ人間主義的でありすぎたか

らなどと言えるだろうか。また一方、ハイデガーがナチ党にくみし、とりわけ『A・ヒトラーへの

大学教授たちの信仰宣言』を発表したりできたのは、1933 年の時点で彼がまだ十分に人間主義を脱

構築していなかったからだと言っても、誰がそんなことを信じるだろうか」（リュック・フェリー、

アラン・ルノー『68 年の思想』、小野潮訳、法政大学出版局、1998 年、11 頁）。  
2 人間主義という主題に即して両者を比較した論考は幾つかあるが（cf. Gaëlle Bernard, Levinas et 

l’anti-humanisme, in: R. Burggraeve, J. Hansel, M.-A. Lescourret, J.-F. Rey, J.-M. Salanskis (edd.), Recherches 
lévinassiennes, Louvain/Paris: Peeters, 2012; Holger Zaborowski, Bedingungen und Möglichkeiten des 
Humanismus — heute. Jaspers, Heidegger und Levinas zur Frage nach dem Menschen, in: Alfred Denker & 
Holger Zaborowski (hrsg.), Heidegger-Jahrbuch 10: Heidegger und der Humanismus, Freiburg/München: Karl Alber, 

2017）、図式的な比較にとどまるものが少なくない。レヴィナスによる『存在と時間』との対決に

ついては、拙著『甦るレヴィナス ―『全体性と無限』読解』、水声社、2015 年、第 2 部、およ

び拙論「レヴィナス ―私の死と他人の死」、『続・ハイデガー読本』、法政大学出版局、2016 年

所収、参照。レヴィナスと後期ハイデガーの体系的比較については、Jean-Michel Salanskis, Levinas et 

Heidegger: le grand écart, in: Le concret et l’idéal. Levinas vivant III, Paris: Klincksieck, 2015 を参照。  
3 日本では『実存主義はヒューマニズムである』と訳されることが多いが、「一つの」（un）という

表現が本講演でもつ意味をとらえ損ねているように思われる。後述参照。  
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為、主体性、人間主義―に絞って挙げる4。 

冒頭でサルトルが述べているように5、この講演は、当時流行語となり様々な意味で濫用

されていた「実存主義」に対する幾つかの誤解や（誤解に基づく）批判に応えることを目

的とする。なかでも代表的な誤解は、不安における各人の孤立などを強調する実存主義が

行為を不可能とみなし、絶望による静寂主義（quiétisme）に帰着するというものだ―これ

は、静寂主義は贅沢の証である以上、ブルジョワ哲学にすぎないというマルクス主義から

の批判を招く要因となった。こうした誤解に対して、実存主義を真正に哲学的な立場とし

て定義することで、反論することが試みられる。  

（キリスト教的実存主義と無神論的実存主義が共有する）実存主義のミニマルな主張と

して提示されるのは、「実存は本質に先立つ（ l’existence précède l’essence）、あるいはこう言

った方がよければ、主体性（subjectivité）から出発せねばならない」（EH 17）というものだ。

用途や目的に沿って「何であるか」（本質）が規定されてから生み出される事物とは対照的

に、人間の場合、まず存在し、次いで自らのあり方を選択していく（EH 21-22）。この自ら

のあり方を選択し、作り出していく点に「主体性」が見出される。ただし、ここでいう「選

択」―自らの存在可能性を未来に投げ入れる「企投」―は、意図的選択の手前にある

「自覚せぬまま特定のあり方を選び取ってしまっている」という次元で考察されている6。 

サルトルによれば、この「選択」は個人の恣意的な選択にとどまらず、特定の人間観に

与する（engager : commit）ことを含意する。というのも、（意図的であるにしろ非意図的で

あるにしろ）自分が特定のあり方（人種差別に反対するというあり方）を選択することは、

同時に、そうしたあり方に価値があり、人間はそうあるべき（人種差別に反対するべき）

という価値観に与することになるからだ7。 

こうした主張から導き出される「人間主義」は、当然ながら、人間の何らかの本質（人

間本性）から出発する本質主義的人間主義とは相いれない8。サルトルは特定の人間を究極

                                                           
4 「人間主義」論争の真の主題ともみなされる「歴史性」については、稿を改めて論じる必要があ

る。齋藤元紀「ヒューマニズムの余白  ―ハイデガーとサルトル」、澤田直編『サルトル読本』、

法政大学出版局、2015 年所収、参照。  
5 「ここで私は、実存主義に向けてなされてきた幾つかの非難に対して、実存主義を擁護したいと思

う」（EH 9）。  
6 「〔…〕人間は自らがそうあろうと企投したものとなる。自らがそうあろうと意志したものではな

い。なぜなら、われわれが通常、意志（vouloir）といっているのは意識的な決定のことであり、こ

れはわれわれの大多数にとっては、人間が作り出した自分のありようの後に生じるものだからだ。

私は党に加入したり、本を書いたり、結婚したりすることを意志しうるが、これらはすべて、意志

と呼ばれるものよりも原初的で自発的な選択（choix plus originel, plus spontané）の現われにすぎな

いのだ」（EH 23-24）。  
7 「われわれが、人間は自らを選択するというとき、われわれが意味するのは、各人が自らを選択す

るということであるが、しかしそのことによってまた、各人は自らを選ぶことで全人間を選択する

ということも意味している。実際、われわれの行為のなかで、われわれがそうありたいと望む人間

（l’homme que nous voulons être）を創ることによって、同時に、人間はそうあるべきだとわれわれ

が考える、そのような人間像（ image de l’homme tel que nous estimons qu’il doit être）を創らない行為

は一つとしてない」（EH 25）。  
8 「〔本質主義的人間主義によれば〕人間は人間本性（nature humaine）を持っており、この人間本性

すなわち人間の概念は、すべての人間に見られるものだ。このことが意味するのは、各々の人間は

「人間」という普遍的概念の一個別例であるということだ。カントの場合、この普遍性から帰着す

るのは、野蛮人や自然人もブルジョワと同様、同じ定義を強いられ、同じ基本的性質をもつという
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の目的とする類の人間主義が、それ以外の人間のあり方を否定することで自己閉鎖的にな

る点を否定し、そのような人間主義と実存主義的人間主義を明確に区別している―ここ

に講演題目の不定冠詞（un）の重要性が示されている。  

 

実際には、人間主義は非常に異なる二つの意味を有する。人間主義という言葉で、人間を目的、

最高の価値とみなす理論を意味することもできる。〔…〕実存主義者は人間を決して目的とはみな

さない。人間は常に作られるべきものだからだ。われわれはオーギュスト・コントのように、わ

れわれが礼拝しうるような人間性があるなどと信じるべきではない。人間性の礼拝は、コントの

自己に閉じた人間主義、もっと言えばファシズムに帰着する。これはわれわれの欲しない人間主

義である。（EH 90-92）  

 

本論冒頭で触れた類の人間主義批判は、読み飛ばされることも多いサルトルの以上の批

判から一歩も出ていない。サルトル自身は、存在者としての人間の本質（生物学的本質、

集団的アイデンティティー）に寄りかかることなく、世界との係わりのなかで自らのあり

方を創出していく点に人間の「尊厳」（dignité, EH 22）を見て取っている。そうして、「人

間以外に立法者がおらず、そのような打ち捨てられた状態においてこそ人間が自分自身に

ついて決定するということを人間に思い起こさせる」（EH 93-94）ために「人間主義」とい

う語を用いると明言している9。このようにして実存主義は、人間を企投という側面におい

て捉え、人間をその行為全体（行為を通じて生み出された自己および生み出されつつある

自己）とみなす以上、静寂主義とは対極に位置することが示されるのだ10。 

 

 

 

                                                           

ことだ。したがってこの場合も、人間の本質は、われわれが自然の中で出会う歴史的実存に先立っ

ていることになる」（EH 20-21）。  
9 谷口佳津宏が指摘するように、専ら『実存主義は一つの人間主義である』から出発してサルトルの

哲学を矮小化してしまう危険性には充分な注意を払わねばならないものの（谷口佳津宏「サルトル

の栄光と不幸 ―『存在と無』をめぐって」、澤田直編『サルトル読本』、前掲書所収）、このよ

うな実存主義的人間主義の立場からいかなる倫理学を描けるのかという問いは、なお熟考に値する

と思われる。実際、実存主義的人間主義は、同時代にあって、生物学的本質主義に根ざした人種差

別や性差別に対する抵抗・解放の理論となりえた。加えて、人間の特定の本質や既存の倫理規範に

依拠せずに、内発的な動機によって選択されたあり方こそが人間の生を、「人間的な生」（価値あ

る、固有な生）にするという実存主義的人間主義の見方は、行為者の観点を重視する現代の倫理学

に重要な洞察を提供しうると思われる。ちなみにレヴィナスは、サルトルの講演『ユダヤ人問題の

考察』に寄せた小論「実存主義と反ユダヤ主義」（Existentialisme et antisémitisme, in: Les cahiers de l’Alliance 

israélite universelle, n° 14-15, 1947）で、人間が歴史的・経済的・社会的状況によって決定されていると

する決定論（人種差別主義）とも、思考を通じてそうした状況から自由でありうるとする観念論（主

知主義）とも異なる形で、状況への拘束に対する抵抗の可能性―後年の表現では、〔状況への〕

「拘束の只中での離脱」（dégagement au sein de l’engagement）―を描いている点に実存主義の核心

を看て取っている（cf. Emmanuel Levinas, Difficile liberté. Essais sur le judaïsme, Paris: Albin Michel, 1963, Livre 

de poche, p. 317）。  
10 「人間は自らの企投以外の何ものでもないし、人間は自己を実現する限りにおいてのみ実存する。

それゆえ人間は自らの行為の総体ないし人生以外の何ものでもないのだ」（EH 55）。  
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２．ハイデガー『「人間主義」について』（Brief über den » Humanismus «） 

 

人間主義と形而上学  

周知のように、『「人間主義」について』（1947 年）は、サルトルの講演後間もなくしてボ

ーフレから書簡の形で寄せられた質問―（1）どのようにして「人間主義」という語にあ

る意味を与え直すべきか？（2）倫理学が可能だとすれば、存在論と可能な倫理学との関係

とは？（3）哲学に含まれる冒険の要素をどのようにして救い出すべきか？―への応答と

して書かれた11。この論考のなかでハイデガーは、先述したサルトルによる本質主義的人

間主義への批判をある意味では共有している。しかし、その根拠は異なる。ハイデガーが

従来の人間主義を批判するのは、それらが「自然、歴史、世界、世界根拠についての、つ

まり存在者全体についての、すでに確立している何らかの解釈」（GA9, 321）すなわち「形

而上学」に依拠しつつ、（大抵はそのことを自覚せぬまま）存在の意味の問いを忘却してい

るからだ。例えば、「理性的動物」として人間を定義する見方は、動物に「理性」という属

性（種差）が付加されたものとして人間を捉えており、「動物性」（animalitas）から（ある

いはその延長線上で）「人間性」（humanitas）を理解してしまっている12。サルトルの実存主

義的人間主義も、諸動物の一種として人間を捉える見方から脱しているものの、「行為主体」

としての人間から出発している点で―後に詳述するように―主体性の形而上学の枠組

みにとどまっているとされる13。それゆえ、存在の意味を問うことなく、存在者全体の解釈

に依拠しているあらゆる人間主義は、形而上学と不可分だとされるのだ（GA9, 321）。その

一方でハイデガーは、自身の立場が非人間的なものを擁護する反人間主義とみなされるこ

とを予防するために、自身が人間主義に反対するのは、ただ従来の人間主義が人間の人間

性を充分思考できていないからなのだとしている 14。だからこそ、「人間主義」という語が

                                                           
11 当時のハイデガーが置かれていた窮状に鑑みるなら、この書簡を政治的な観点から読み解くこと

も可能である。『「人間主義」について』執筆の経緯やハイデガーの思惑および同書がもたらした

結果については、トム・ロックモア『ハイデガーとフランス哲学』、北川東子・仲正昌樹監訳、法

政大学出版局、2005 年、第 5 章に詳しい。ただし、ハイデガーの意図がもっぱら大戦間の自身の汚

名をそそぐ点にあったとする見方については、もしそうであったなら当時無名だったボーフレに対

して、改悛の念を示したわけでもない書簡を送ったという事実と齟齬をきたすというジャニコーの

指摘は正鵠を射ている（Dominique Janicaud, Du bon usage de la Lettre sur l’humanisme, in: Bruno Pinchard 

(dir.), Heidegger et la question de l’humanisme: faits, concepts, débats, Paris: PUF, 2005, p. 217）。  
12 「形而上学は、人間を、動物性（animalitas）のほうから考えており、人間の人間性（humanitas）

に向けて考えることをしないのである」（GA9, 323）。 
13 以下で取り上げる点以外にもハイデガーは、サルトルが可能性（本質）の現実化という伝統的枠

組みの内で実存を理解したまま、本質と実存との序列を逆転させているにすぎないこと（GA9, 

328）、またサルトルのいう超越としての実存が自己の内から外への運動を意味する―その限り

で心の内と外を想定した主体性の形而上学の枠内にとどまる―のに対して、自身のいう Ek-

sistenz はあくまで「存在の真理の内に身を開いている」（Hin-aus-stehen in die Wahrheit des Seins, GA 

9, 326. Cf. Auflage 1947）というあり方を意味することを強調している。ただし、サルトルのいう「実

存」がいかなる事態を意味するかについては、議論の余地があると思われる。  
14 「むしろ、『存在と時間』の眼目をなす唯一無比の思想は、人間の本質に関する最高の人間主義

的諸規定でさえも、人間の本来の尊厳をまだ知ってはいないという点にあるのである。そのかぎり

において、『存在と時間』における思考は、人間主義に反対している。けれども、この対立は、だ

からといって、そうした思考が、人間的なものの反対側に与するとか、非人間的なものを支援する

とか、非人間性を擁護するとか、人間の尊厳を下落させるとかするものであるということを、意味
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様々な弊害を引き起こすことに警鐘をならし（GA9, 315）、支配的な潮流に加わるために自

身の立場をあえて「人間主義」と呼ぶことを拒絶しつつも（GA9, 345-346）、人間の人間性

を、主体性や動物性（との比較や類推）から考える形而上学とは異なる仕方で思考するこ

とが試みられるのだ。  

 

行為 

よく知られているように、ハイデガーは「行為」（das Handeln）の本質を再考することか

ら、『「人間主義」について』を始めている。これは、ボーフレが書簡の冒頭で、行為や状

況への参与（engagement）を強調するサルトル（主義者）を揶揄して、ヴァレリーの「行為

の信奉者たち」（zélateurs de l’action）という表現を引用したことに由来する15。一般に、行

為は何かを生み出す意図的な振る舞いと考えられ、生み出されるもの（行為が実現するも

の）の有無や良し悪しでもっぱら判断される。実存主義が静寂主義に陥るという批判に応

えるサルトルも、世界の内に何かを生み出すことで自分のあり方をその都度形作っていく

という意味で行為を捉え、実存主義的思考が行為と不可分であることを示そうとしていた。

ハイデガーによれば、行為についてのこうした見方は、手段／目的関係を基軸とする技術

（τέχνη）の観点から、思考（das Denken）を行為から分離し、行為の産出物や効果を目的

とした手段として思考を捉え、思考単独では非実践的だと断ずる「思考の技術的解釈」（GA9, 

314）と表裏一体をなしている。これに対してハイデガーは、すでに存在しているものない

しそのあり方を「実らせる」（vollbringen）、つまり「見守ることで導き出す」（hervorgeleiten）

という点に行為の本質を見て取り（GA9, 313）、思考が自身の目的のために存在に手を加え

ることなく、ただそのあり様を言葉にもたらすという形で保護する（あるがままにする）

という点で、行為の最たるものであると主張する 16。 

こうした主張は、哲学の実効力のなさに不安を感じる人々や、つねに「反響」―現代

ならさしずめリツイートや絶賛増刷といったところだろうか―を求めて、「営業」に邁進

する（自称）「哲学者たち」への警鐘と受け取ることもできよう。しかし、より興味深いの

は、ここでは「行為」の見方の根本的転換が行われ、思考と一体化した行為の可能性が示

唆されていることだろう 17。内世界的な存在者や特定の状況との関係のうちで生じる自己

                                                           

してはいないのである。人間主義に反対して思考がなされる理由は、人間主義が、人間の人間性

（humanitas）を、十分に高く評価していないからなのである」（GA 9, 330）。  
15 Dominique Janicaud, Heidegger en France, tome I, Paris: Albin Michel, 2001, pp. 113-114.  
16 「思考は思考することによって行為している。この行為は、おそらく、最も単純でありながら同

時に最高のものである。なぜなら、それは、存在の人間への関わりに関係するからである。ところ

が、結果を生み出そうとするすべての作用は、存在のうちにもとづきながらも、存在者を目指すこ

とになる。これに反して、思考は、自身が存在によって要求されるがままにすることで、存在の真

理を語ろうとする。思考は、この「そのままにすること」（Lassen）を実らせるのである」（GA9, 

313）。  
17 斎藤慶典は、上述のハイデガーの議論をうけて、「思考とは、図らずも生じてしまった現実から

の距離によって開示された非現実性の空間（「現実は別様でありえたし、いつでも別様でありう

る」）、つまり可能性の空間を経由してふたたび現実へと回帰する運動」と解釈したうえで、具体

的な行為へと導くことのない形而上学的な思考のうちに、「みずからのためでもなければ、力の発

現のためでもなく、むろん世界の外部のためでもなくただそのつどそのつどのそれなりの「何かの

ため」に応じつつ（お望みなら「奔走しつつ」と言ってもよい。だが、それにもかかわらず、その
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の存在可能性の展開として行為を捉えるサルトルとは対照的に、ハイデガーがいう行為は、

自己が係わる存在者のあり方（そしてそれと係わる自分のあり方）が、それにふさわしい

仕方で成長することを妨害せずに見守る（「あるがままにする」）点に存する18。こうした行

為観は、動植物や人間（子ども・弟子・学生）を育てること、あるいは文化や伝統を継承・

維持していくことといった例をもとに考えると具体的に理解しやすい 19。その際、肝要と

なるのは、「あるがままにする」ことは、（a）何もせずに放置することでも、（b）相手の欲

求や現状にただ従うことでも、（c）自身の目的に適う仕方で相手を利用することでもない

ということだ。というのも、それにふさわしい仕方で成長させるためには、（a）相手の日々

の変化や周囲環境の変化につねに注意を払い、（b）相手の欲求の行き過ぎや歪みがあれば

それを是正し、（c）自己ではなく、相手自身が目指している方へと導く（相手の自律を尊

重する）必要があるからだ20。こうした例の多くは、特定の計画（非実践的な思考）の実行

として営まれるものではなく、思考と一体化した行為をなしていると考えられる 21。 

 

主体性 

「主体性」から人間を理解するサルトルに対して、ハイデガーは（存在によって存在と

の係わりへと）投げ入れられているという「被投性」から人間を理解しようとする。  

 

人間が被投性（Geworfenheit）においてあるということが意味しているのは、次のことである。す

なわち、人間は、主体性にもとづいて捉えられる人間と比べれば、まさにそれよりも、より以下

であるのだが、その分だけ反対に、〔存在へと〕身を開いている、存在による投げへの応答（der 

ek-sistierende Gegenwurf  des Seins）である点では、理性的動物であるよりも、より以上のものなの

だ。人間は存在者の主人（Herr）ではない。人間は、存在の牧人（Hirt）なのだ。この「より以下」

という点で、人間はなにものをも失わず、むしろ、人間は、存在の真理のうちへと至ることによ

って、得をするのである。（GA9, 342）  

                                                           

根本において淡々と）生きるという行為の可能性」を見て取っている（斎藤慶典『「実在」の形而

上学』、岩波書店、2011 年、69 頁、86 頁参照）。思考と切り離せない「生きる」ことという点に

ついては、以下の議論と重なる点も多いが、本論は、思考よりもむしろ行為に着目して考えてみた

い。  
18 瀧将之は、『芸術作品の根源』において芸術作品を「見守る」鑑賞者に与えられた重要性に注意

を促している（瀧将之「芸術作品における真理の問題」、『Heidegger-Forum』、第 11 号、ハイデガ

ー・フォーラム、2017 年所収、6 頁）。  
19 例えばヤングは、ハイデガーによる「住まうこと」の分析を手掛かりとしつつ、「維持」を主眼

とする家事に見られる人格形成的役割や歴史形成的役割を再評価している。Cf. Iris Marion Young, 

House and Home: Feminist Variations on a Theme, in: On Female Body Experience. “Throwing Like a Girl” and Other 

Essays, Oxford: Oxford University Press, 2005. 池田喬「道徳的主体性と環境依存性の問題」、仲正昌樹

編『「倫理」における「主体」の問題』、御茶ノ水書房、2013 年所収、参照。  
20 こうした点は現代の「家族倫理学」（family ethics）において議論されている（cf. Jeffrey Blustein, 

Parents and Children: The Ethics of the Family, New York: Oxford University Press, 1982）。現象学的観点から

の「家族の現象学」については、拙論「子をもつことと親になること  ―「家族」についての現象

学的倫理学の試み」（『倫理学論究』vol.4 no. 2、関西倫理学研究会、2017 年所収。http://www2.itc.kansai-

u.ac.jp/~tsina/kuses/kuses.htm）を参照。  
21 介護等のケア、食材の調理、芸術作品の創造といった営みも、思考と一体化した行為という側面

を宿しているかもしれない。  
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「被投性」という観点から捉えられた人間は、主体性（能動性）という基準から見ると

（存在に対する主体性を欠いているという点で）「より以下」であるが、（存在の求めに応

じる）存在との係わりという基準から見ると「より以上」（よりふさわしい）だと考えられ

る。どちらの基準がより適切かという問いは明示されていないものの、人間が存在者を全

面的に生み出したり統御したりする支配者（主人）ではなく、存在者の運動を受け取り、

それを見守るというあり方（牧人）がより根底的であるがゆえに、後者の基準がより適切

だということが暗示されている。こうした洞察は、一方で、主体的な自己を起点に据えた

日常生活において、自分にとって役に立つものや自分が作り出したり意のままにしたりで

きるものという側面からのみ世界や存在者が眺められ、存在しているものの豊かさや自分

を存在させてくれているものの先行性が等閑視されるということを示唆する 22。他方、「存

在の牧人」としての人間という考えは、日常生活において看過されている世界のあり方も

含めて、存在者があるがままに現れることは、人間のもとでのみ可能であるという主張を

含意する23。けれども、人間以外の動物も同じように（あるいはひょっとすると人間以上

に）、存在をあるがままに受け取っていると言えるのではなかろうか―こうした反問を予

防するのが、「言葉が存在の家をなす」（GA9, 333）という主張である。ハイデガーによれ

ば、存在をあるがままに見守ることとは、本能的な衝動を解放するものにとらわれるがま

まになることではなく自らの存在との係わりを言葉へともたらすことなのだ。ハイデガー

は、ここでも人間が言葉の創り手でないことを強調する 24。言葉とは、伝達のために人間が

発明した道具（ツール）でも、人間が（動物と同様の仕方で）所有する発声・伝達能力で

もない25。言葉は歴史性や地域性と一体となって人間に受け継がれ、人間の思考を規定す

ると同時に可能にすることで、人間が世界の内に「住まう」ことを可能にするものとして

捉え直される26。このように捉え直されることで、言葉（とりわけ詩的言語）のもつ可能性、

                                                           
22 Cf. Dominique Janicaud, L’homme va-t-il dépasser l’humain ?, Paris: Bayard, 2002, p. 21.「実際に現代社会は、

政治や経済や教育、技術や情報や交通など、あらゆる活動領域で、そうした人間の意図や目的に基

づく操作と管理と支配の論理が浸透している。しかし、その反面、そのような行為に日夜奔走する

当の人間そのものがどこにその本来の居場所を持つのかという問いは、忘れ去られたままである。

人間の居場所が問われるとすれば、それは皮肉にも人間の行為や実践が難局に直面し破綻した時で

ある。2011 年に起きた東日本大震災の後、日本では、人間の在り方や生き方を考え直す機運が高ま

っているが、これこそハイデガーが示唆した方向、つまり、存在者ではなく存在への関係を思い起

こす思索の方向に共鳴するものである」（菊池惠善「思索という行為  ―『「ヒューマニズム」に

ついて』『何が思索を命ずるか』」、秋富克哉・安部浩・古荘真敬・森一郎編『ハイデガー読本』、

法政大学出版局、2014 年所収、245 頁）。  
23 ボールドウィンは、あらゆる事物や現象がしかじかのものでありうる可能性として「存在」を解

釈し、「人間のもとでのみそうした可能性が実現されること」が「存在の牧人」という表現で示唆

されていると主張する。Thomas Baldwin, The Humanism Debate, in: Brian Leiter & Michael Rosen (edd.), 

The Oxford Handbook of Continental Philosophy, Oxford: Oxford University Press, 2010, pp. 689-690. 
24 「そうは言っても、思考は存在の家を決して創造するのではない」（GA9, 359）。 
25 ハイデガーは、言葉の「形而上学的かつ動物的解釈」を批判している（GA9, 333）。「言葉の世界

とは、何も言語を用いて、語る、書く、話す、ということではなく、言葉として了解される存在の

根源的な開示の中に立ち、それを見守り、いたわるということなのである」（渡邊二郎『ハイデッ

ガーの存在思想』、『渡邊二郎著作集』第二巻、筑摩書房、2011 年、251 頁）。  
26 ここでは「住まう」ことを、様々な道具連関のもとに身を落ち着け、スムーズに行為することが

できるという意味での「馴染む」こととして理解している。「住まう」ことに由来するハイデガー

の「根源的倫理」については、レヴィナスの倫理との対比も含めて、改めて論じる必要がある。「根
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例えば日常生活や現代においては疎遠となった・断絶した、世界の多様で異質な側面（詩

的世界・歴史的世界）を存在にもたらし、日常性や「公共的」世界を揺さぶる可能性に光

があてられることになる27。 

以上で瞥見したハイデガーによる人間の捉え直しは、主体性や動物性から人間の人間性

を考える形而上学とは徹底して異なる形で人間性を思考した試みとして評価されうる 28。 

 

 

３．レヴィナスの「他なる人間の人間主義」  

 

レヴィナスはハイデガーの批判者とみなされることが多いが、ハイデガーの人間主義批

判をつねに評価している。論考「人間主義と無起源」では、「現代の反人間主義は、何らか

の類や領域存在論に属する個体―あらゆる実体と同様に存在に固執する個体―として

解された人間に、人間を現実の目的とする特権を認めないという点では、おそらく正しい」

（HAH 81）と述べている29。しかしレヴィナスにおいて、本質主義的人間主義は、それが

形而上学を前提としているがゆえに退けられるわけではない。それは、まずもって現象学

的な観点から、他人との人格的関係すなわち倫理的関係を記述するには不適切な考えとし

て退けられる。というのも、他人との倫理的係わりは、他人が自己と同種の類に属するこ

とや「人間的」とみなされる能力が他人にあることの同定を前提としてはいないからだ。

ある子どもが助けを求めている時、その子が同国人であることや、充分な知能や自己意識

をもっていることを理由に手を差し伸べるなら、それは倫理的関係とは呼ばれない。その

子の訴えかけに私が居合わせてしまったという事実それ自体が、その子に手を差し伸べる

理由となっているような関係こそ人格的ないし倫理的関係と呼ばれるものである 30。 

他人との倫理的関係に焦点を絞るレヴィナスの手法は、すでに見たハイデガーの「人間」

                                                           

源的倫理」については、Dennis J. Schmidt, Hermeneutics as Original Ethics, in: Shannon Sullivan and Dennis 

J. Schmidt (edd.), Difficulties of Ethical Life, New York: Fordham University Press, 2008 を参照。 
27 こうした点については、古荘真敬『ハイデガーの言語哲学  ―志向性と公共性の連関』、岩波書

店、2002 年、第三章が精緻な分析を行っている（とりわけ 151-155 頁参照）。  
28 動物性や主体性とは異なる形で、人間性を「非主体性」のもとで捉えるハイデガーの方向性を継

承した哲学者としてパトチカが挙げられる。彼は、ハイデガーを「人間性の思想家」として評価し

（ cf. Françoise Dastur, La phénoménologie et la question de l’homme: Heidegger et Patočka, in: La 

phénoménologie en questions : Langage, altérité, temporalité, finitude, Paris: Vrin, 2004）、非主体的な形で捉えられ

た人間と世界との関係そのものとして歴史を考察すると同時に、日常性や手段／目的関係から脱す

る「犠牲」の内に、人間を最も人間的たらしめる「自由」を見て取っている（ヤン・パトチカ『歴

史哲学についての異端的論考』、石川達夫訳、みすず書房、2007 年）。陶久明日香は、根本気分（の

共有）という観点から、ハイデガーとパトチカを連続的に捉える試みを提示している。陶久明日香

「世界の意味喪失の経験は共有できるか  ―ハイデッガーとパトチカを手引きとして」、『実存

思想論集』XXXII 号、理想社、2017 年所収。  
29 『存在するとは別の仕方で』（1974 年）では、次のようにも言われている。「現代の反人間主義

の見事な直観は、自己目的かつ自己起源である人格という考えを廃棄した点に存する。この考えに

おいては、自我はなお何らかの存在であるがゆえになお事物である。〔…〕人間主義は、それが充

分に人間的でないという理由においてのみ、告発されねばならないのだ」（AE 203）。  
30 こうした議論には様々な反論が可能だが、レヴィナスの現象学的分析の詳細については、拙著『甦

るレヴィナス』、前掲書、第 6 章を参照。  
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論との対決という観点から見るなら些か唐突に見えるし、ハイデガーが（人間をめぐる議

論においては）さほど重視していない対人関係（さらには倫理的関係）を前提にして両者

を対比させるのは不公平であるようにも見えよう。しかしながら、他人との倫理的関係は、

行為、主体性、人間をめぐるレヴィナスの議論の出発点ではなく、むしろ帰結―もっと

言えば記述を通じて証示される仮説―をなしている。この仮説こそ、レヴィナスが「形

而上学」と呼ぶものだ。レヴィナスは、ハイデガーが批判する（存在者全体の定まった解

釈としての）「形而上学」に対して、存在の「超越」（存在とは端的に異なる可能性）を主

眼とする「形而上学」のもう一つの伝統―「存在の彼方の善」―を甦らせようとする

31。そして、この超越が他人との関係という場面においてこそ具体化（実現）されるという

見通しのもと32、ハイデガーの批判する「形而上学」とは異なる仕方で「行為」や「主体性」

を思考しようとするのだ。以下、その道程を追ってみよう。  

 

行為 

思考と行為の技術的解釈に与することなく、思考を行為とみなすハイデガーに対して、

レヴィナスは、そうした行為が一つの行為として意味をもつのは、それが特定の方向性

（orientation）を有する場合のみであると主張する。というのも行為と行為者の関係だけか

ら見ると、一つの行為は文脈や状況に応じて多様に解釈されうるからだ（例えば飲食店で

手をあげる行為が、店員を呼ぶ行為なのか、後から来た友人への合図なのか）33。行為や発

言に意味を与えるのは、誰かから誰かへという方向性、すなわち当の発言や行為が誰に向

けて発せられなされたかという事実である。重要なのは、こうした方向性が行為者の意図

や思考とは独立に考えられねばならないということだ。というのも、行為者の振る舞いは

行為者と受け手との関係に応じて、行為者の意図や思惟の有無にかかわらず
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、ある特定の

行為として受け取られうるからだ（教室において教員が「女性は哲学には向かない」と述

べることは、教員にそのような意図があったかどうかとは関係なく、女子学生にハラスメ

ント発言として受け取られうる）。逆に言えば、この方向性には、自分の行為が自分の意図

した通りに相手に受け取られることや、そもそも相手に受け取られることすら確証されて

いない一方的な差し向けという側面が含まれている。それゆえ、レヴィナスはこうした方

向性を、相手による認知や返礼を求めない慈善行為（Œuvre）に擬えている34。そして行為

                                                           
31 レヴィナスの「形而上学」理解の由来は、（彼自身の自覚の有無にかかわらず）プラトンという

よりもむしろプロティノスにある。ハイデガーがほとんど重要視しなかった新プラトン主義やデカ

ルトの第三省察を手がかりとする「形而上学」理解は、西洋哲学史の再解釈という側面におけるハ

イデガーとの対決という観点から見ても興味深い。こうした点に鑑みてもレヴィナスとハイデガー

との対立を考える際に、安易な形で「ヘブライズムとヘレニズム」を持ち出すべきではないと筆者

は考える。拙論「〈存在の彼方〉の痕跡  ―レヴィナス哲学におけるプロティノスの「痕跡」」、

『新プラトン主義研究』第 11 号、新プラトン主義協会、2012 年所収、参照。  
32 「形而上学が営まれるのは、社会的関係が営まれるところ、つまり人間たちとのわれわれの係わ

りにおいてである」（Emmanuel Levinas, Totalité et Infini, Den Haag: Martinus Nijhoff, 1961, Livre de poche, 

p. 77）。  
33 「〔…〕たとえハイデガーにおいては、存在への「感謝」や「聴従」が観想に取って代わってい

るとしても、現代哲学は、文化的な意味作用の複数性に、満足してしまっている」（HAH 40）。  
34 「〈同〉から〈他〉へと自由に向かう方向性（orientation）とは、慈善行為である」（HAH 41）。

レヴィナスの哲学における œuvre という概念の位置づけの変遷については、Yotetsu Tonaki (渡名喜
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に孕まれる、行為の成就ないしそれが「実らせるもの」と「同時的であることをあきらめ

る」―「私の死の彼方に向けてある」（HAH 42）―という性格の内に、存在を越えたも

の（〈他〉）との係わりが見て取られるのだ 35。行為のこうした捉え直しは、ハイデガーの批

判する思考と行為の技術的な解釈からの脱却の試みとして位置づけられる（cf. HAH 41）

と同時に、特定の方向性のもとで発せられることのないような思考（例えば、たんなる逡

巡や憐れみ）を行為から明確に区別する視座を提供している 36。 

 

主体性 

すでに見たように、人間を（存在への係わりに投げ入れられているという）受動性の相

のもとで捉えるハイデガーにおいては、人間の主体性は存在をあるがままの形で受け取る

ために極力縮減されるべきものとして捉えられることになる 37。このような観点からする

と、人間は存在ないし世界のある種の「媒体」（HAH 73）とみなされることになり、各人

の唯一性を考える余地がなくなってしまう 38。自己の内面と外面を前提とする「主体性の

形而上学」に依拠することなく、しかも存在の呼びかけに対する人間の受動性を強調する

ハイデガーとは異なる仕方で、人間の主体性を考えることはできないのか 39。こうした問

いに答える形で、能動性と受動性をめぐる既存の枠組み―原因と結果、意識と物体―

に回収されない形で「受動性の新たな概念」（HAH 73）を練り上げる可能性が模索される。

                                                           

庸哲), Question de l’œuvre chez Emmanuel Lévinas、『フランス哲学・思想研究』第 13 号、日仏哲学会、

2008 年所収、参照。  
35 「〈他〉への絶対的な方向性、すなわち意味（sens）をなす行いが可能であるのは、ただ〔一切の

満足や期待を欠いた〕忍耐においてでしかないが、この忍耐が極限まで推し進められると、それが

行為者にとって意味しているのは、〔行為の〕実現と同時代であることをあきらめること、〈約束

の地〉へと足を踏み入れることなく行為することなのだ」（HAH 42）。  
36 こうした視座は、ハイデガーのいう存在の思考からいかなる具体的な行動が可能となるのかとい

う問いに答えるために必要となるものかもしれない。渡邊二郎は、人間主義に関するサルトルとハ

イデガーとの対比を論じた講演において、この問いを提起し、ハイデガーとサルトル双方の観点の

必要性を説いている。「一体、この存在への思いから、一転してどのようにして、未来への行動に、

人間は、立ち向かえるのでしょうか。ハイデッガーではそれは不明であります。恐らく、そのとき

には再び、サルトルのように、人間は、自らの未来への意志それ自身にもとづいて生きようと決意

するよりほかにないのではないでしょうか」（渡邊二郎「ハイデッガーの哲学について  ―ヒュ

ーマニズムに関するサルトルとハイデッガーとの対比を念頭において」（1961 年）、『渡邊二郎著

作集』第三巻、筑摩書房、2011 年、63-64 頁）。  
37 「〔ハイデガーに従うなら〕真理を発見し、探求し、所有するのは、なんだかわからない自分の

使命をもつ人間の方ではない。真理の方が人間を惹き起こし、（人間に起因することなく）人間を

保持している〔…〕。たとえ人間の実存（existence）―現存在―がこの実存そのもののために実

存する点に存するとしても、この〔存在へと〕開いている実存（ek-sistence）が身を捧げるのは、存

在者ではない存在の守護・照明・隠蔽・忘却であり、こうした運動や変動が人間的なものを惹き起

こし、位置づけるのだ。主体性は、自分自身の消失を目指して現れることになる〔…〕」（HAH 70）。
Cf. AE 210. 

38 アールもまた、こうした点をハイデガーにより内在的な観点から指摘している。Michel Haar, 

Heidegger et l’essence de l’homme, Grenoble: Millon, 1990, pp. 249-250. 
39「したがって次のように問うことが許される。存在が自由に科す否認を突き詰めて考えるなら、人

間主義は何らかの意味をもつことはできないのだろうか。人間的なものの根拠薄弱さは、〔存在に

対する〕人間的なものの受動性において現れるように見えるが、この受動性自体から出発して、自

由それ自体にある意味（確かに「裏の」意味ではあるが、この場合は唯一本来的な意味）を見出す

ことはできないのか、と」（HAH 73）。  
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このような「〔自然的因果関係におさまらない〕超自然的という意味での形而上学的（méta-

physique）先行性に係わる受動性」（HAH 73）を体現するのは、自分にはいかなる落ち度も

義務もないにもかかわらず責任を感じてしまう傷つきやすさ（vulnérabilité）である。他人

（の訴えや苦しみ）を前にした傷つきやすさは、博愛に基づく能動性やたんなる隷属とし

ての受動性を表しているのではなく、自分が「善によって選ばれる」「善を被ること」とい

う受動性（HAH 77）、しかも自分が
．．．

応答
．．

し
．
なければ存在しないはずの善によって選ばれる
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

という捩れ（隔時性 dia-chronie）のもとに捉えられる受動性を表している40。このようにし

て、自分の過去の行為や現在の立場との因果関係に基づいて引き受けられる責任とは対置

される「無起源的な責任」に曝される主体性―責任を引き受けるかどうかに関する自由

な決断の手前で生じている主体性―のもとに41、「主体性の形而上学」に陥らない主体性

の記述が見出されるのだ。  

 

「他なる人間の人間主義」（humanisme de l’autre homme） 

上述のようにして捉え直された行為や主体性の帰結として、生物学的類や特定の属性・

能力の同定には依拠しない、具体的な他人に対する無起源的な責任を起点とする人間主義、

「他なる人間の人間主義」が提唱される。レヴィナスによれば、「人間」という類の統一性

や人権は、個別的な他人に対する無起源的な責任から出発して初めて有意味なものとなる

42。しかしながら、このような人間主義はいかなる意味でなお必要とされているのだろう

か。ジャニコーが看破しているように 43、サルトルの実存主義的人間主義もハイデガーの

人間性の思考も、古典的人間主義の伝統を「本質主義」ないし「形而上学」へと縮減し、

人間のあり方を極限的な形で記述していくという激化（surenchère）の兆候を呈している。

両者の議論は、それ単独では
．．．．．．

、人間についての実質的な主張を導き出せないばかりか、ス

ローターダイクが示して見せたような科学技術による人間の遺伝学的改良や選別に無防備

なままである44。レヴィナスの「他なる人間の人間主義」も特定の道徳規範を明示的に押し

                                                           
40 「善によって選ばれる」という表現については、公共的な規範に依拠しない一回性の出来事がな

ぜ「善」と呼ばれうるのかという疑問を提起しうる。このような問いに対して、レヴィナスなら、

善によって選ばれたかどうかは、選ばれた個人の応答―しかも関与してしまったがために一度き

りで果たされることがありえない応答―を通じてのみ証示されうると答えるだろう。異論はある

かもしれないが、こうした倫理的状況は、例えばクレイシ・ハールーン・アフマド氏をはじめとす

るマスジド大塚のムスリムたちが、東日本大震災直後から「今こそジハード（最大の努力）をする

べきだ」と考えて、宮城や福島で異教徒である日本人に対して 100 回以上の炊き出しを行っている

という事例において具体化されているように思われる。田中志穂「宮城や福島で炊き出し 100 回、

なぜならそれがジハードだから。被災地でカレーをふるまい続けたムスリムたちの話」、『ニッポ

ン複雑紀行』（2017 年 12 月 28 日 https://www.refugee.or.jp/fukuzatsu/shihotanaka01）所収、参照。  
41 詳細については、拙論「「責任を負うこと」と「責任を感じること」 ―レヴィナスの責任論の

意義」、『國學院大學紀要』第 54 巻、國學院大學、2016 年所収、参照。  
42 「〔他人に〕〈無関心ではいられないこと〉とは、隣人の近しさであり、それによってのみ一方

と他方の間の共通の地盤が描かれるのだが、この共通の地盤、人間の類の統一性は、人間たちの友

愛（fraternité）のおかげであるのだ」（HAH 14）。  
43 Dominique Janicaud, L’humanisme: des malentendus aux enjeux, in: Revue philosophique de Louvain, 2001, pp. 

186-188. 
44 ペーター・スローターダイク『「人間園」の規則 ―ハイデガーの『ヒューマニズム書簡』に対

する返書』、仲正昌樹訳、御茶の水書房、2000 年、72 頁。  
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出す性格をもたない以上、こうした誹りを免れないように見える。  

こうした疑問に答えるために、「人間」の境界（胎児、動物の権利）をめぐる現代の議論

に目を向けてみよう。そこでは、シンガーの議論が代表的なように、人間と人間以外のも

のの線引きをめぐって、特定の属性や能力（苦痛を感じる能力、自己意識）の同定から出

発し、その能力に応じて「平等な利益の配慮」や権利を割り当てることがある。レヴィナ

スの「他なる人間の人間主義」は、こうした類の議論と一線を画する。それは、人間とい

う存在者に特定の能力（例えば他人に対して責任を感じうる能力）を認めたうえで、特定

の道徳規範（他人を殺してはならない）を導き出すような議論ではない。誤解を恐れずに

言えば、レヴィナスの人間主義は、とりわけ倫理的場面に着目して、われわれが現に他人

と結んでいる―が常に結んでいるわけでも常に結ばれうるわけでもない―「人間的関

係」という概念を再構築しようとするものだ。筆者が考えるに、こうした試みは、C・ダイ

アモンドが（人間と動物にみられる遺伝学的・生態学的な複数形の差異と区別して）人間

と動物の単数形の「差異」を論じる際に述べている「人間という概念の構築」と際立った

共通点を有する。ダイアモンドによれば、われわれが他の人間たちに対して負っている義

務（例えば、彼らを食べないという義務）は、彼らが人間であるという事実から導かれる

ものでも、人間に割り当てられる様々な特性によって正当化されるようなものでもない。

そうした義務を義務として負うことそれ自体が、人間という概念を構築しようとする試み

なのだ。「人間と動物との間には違いがあるという考えも、―まさしく―そういった〔人

間という概念の構築の〕試みなのである。私たちは、私たちが彼らを食べる食卓につくこ

とで人間とは何かについて学ぶ。私たちは食卓を囲むが、動物は食卓に並ぶのである。人

間と動物の違いは、〔チンパンジーの〕ワショーやイルカの行動を研究しても得られないの

だ」45。 

ダイアモンドは、このような「構築」の意味を G・オーウェルがスペイン内戦の際、両

手でズボンをたくし上げながら逃げるファシストを撃つことができなかったという記述を

もとに説明している。  

 

「私がここに来たのは、「ファシスト」を撃つためであった。しかし、ズボンをたくし上げている

男は「ファシスト」ではない。それは明らかに私たちと同じ同胞であり、どうしても撃つ気には

なれないのである」。ここでは敵（ファシスト）という概念と同胞という概念がある種の緊張関係

にある。ズボンを両手でたくし上げながら走る男を撃つことができる者ですら、なぜオーウェル

が撃てなかったかを完全に理解することができるだろう。ズボンをたくし上げて走る男のような

イメージや光景は、ある人の行動を確認したり変更したりする「何か」を伴う。しかし、その「何

か」に強制力はない。言い換えると、その「何か」は、それが有している力や、すべての者に対

してではないにせよ、その「何か」が誰かに不快感をもたらしたり不快感を意識させたりする可

能性があるということを理解できる者すべてに対して、強制力を有するものではないのである 46。 

                                                           
45 Cora Diamond, Eating Meat and Eating People (1978), in: The Realistic Spirit : Wittgenstein, Philosophy, and the 

Mind, Cambridge/Massachusetts: MIT Press, 1991, p. 324.（横大道聡訳、キャス・R・サンスティン、マ

ーサ・C・ヌスバウム編『動物の権利』、尚学社、2013 年所収、133 頁）  
46 Ibid., p. 332.（邦訳 143 頁）  
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ダイアモンドによれば、オーウェルは、相手の何らかの特徴（ズボンをたくし上げてい

る）や能力（武器を捨て殺傷能力をもたない）から権利（殺されない権利）を導き出して

いるわけではない。オーウェルに敵を「同胞」（同じ「人間」）として見させた「何か」は、

すべての人にそうさせるような普遍的な強制力をもたない。にもかかわらず、オーウェル

と同じような行動に出ない（逃げるファシストを撃つ）兵士もオーウェルの弁明や感情を

理解しうるのだ。人間についてのこうした記述は、すべての人が従うべき規範や原理を提

出するものではなく、われわれが「人間」という概念を再構築するための手がかりとなる

ものなのだ47。筆者が考えるに、時に極端な状況や表現を用いて記述されるレヴィナスの

「形而上学」もこのような役割を担っていると考えられる。ひるがえって、ハイデガーに

よる人間性の思考もこうした人間性の再構築の試みとしての「形而上学」とみなす余地は

ないだろうか。もしそのように考えられるなら、ハイデガーが批判的に言及した「形而上

学と人間主義の不可分性」をポジティブに捉える可能性も出てくるかもしれない。  

次のような疑問を抱く人もいるだろう。レヴィナスのいう「他なる人間」が成人の「健

常者」や、生物学的な意味での「ヒト」に限られないなら、なぜことさら「人間主義」と

いう言葉を保持し続けるのか。「人間主義」という表現は、動物や自然環境へと延長してい

く可能性を狭めてしまっているのではないか。筆者が考えるに―そしてレヴィナスもそ

う考えていると私は考えているのだが―、人間主義は動物倫理や環境倫理を妨げるどこ

ろか、むしろそれを可能にしている。ただし、このことは動物や自然環境への配慮を他人

への倫理的配慮の延長線上で考えるべきということではないし48、ましてや、人間を何よ

りも最優先しなければならない、したがって人間のために人間以外の動物や自然環境を蔑

ろにしてもよい、などということでも全くない。ウィリアムズが指摘しているように、「人

間を宇宙で最も重要な、あるいは最も価値ある生物と見なすことを含意する」ことがない

ような人間主義は、われわれが他の動物や自然環境とどのような関係を築いていくべきな

のかを考えるために必要不可欠なのだ49。さらに付け加えるなら、人間主義は法や政策の

                                                           
47 倫理についてのダイアモンド自身の立場については、Alice Crary, A Brilliant Perspective: Diamondian 

Ethics, in: Philosophical Investigations n° 34 (4), 2011 および佐藤岳詩「C・ダイアモンドの分析的倫理学批

判 ―分析対象としての倫理をめぐって」、『現代思想』（総特集「分析哲学」）、青土社、2017

年所収、参照。  
48 確かに、無起源的な責任は、例えば環境倫理においても、「自分がしたことではない（過去の人々

がなした）環境破壊の責を負わねばならない」という仕方で見られうるし、動物についても人間の

倫理的関係と同様の構造が認められる可能性も否定はできない―こうした可能性は、口頭発表の

際に松井隆明氏が指摘して下さった。しかし、レヴィナスが無起源的な責任という概念を提示した

のは、あくまで人間の間の倫理的関係を分析した帰結であり、動物や自然環境との関係にはまた異

なる要素が―例えば、動物については「人間は動物を食べるが、動物は人間を食べない（ように

するべき）」といった非対称的関係が、自然については、産業構造等を介した人間の集団的責任や

後続する世代に対する責任が―介在し、人間同士の関係性とは異なる関係性が問題となっている

ということを忘れてはならない。  
49 筆者は、デリダが提起し続けた哲学と動物性をめぐる問い自体の豊かな可能性を否定するつもり

はない。しかし、この問いの哲学的意義を徹底して考えるためにも、ハイデガーやレヴィナスに見

られる「人間主義」を糾弾せんとする傾向に逆らって、動物や自然環境とのわれわれの係わりの前

提となっている「人間主義」に、われわれがどれほど自覚的でありうるのか、自覚的であろうとし

ているのかを考えてみたい。この点で、「人間主義」を人種差別や性差別と同列に「種差別」とみ

なす人々に対するウィリアムズの次のような指摘は、動物との多様な係わりをめぐる筆者の研究の
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指針になると共に、現行の法や政策を問い直す役割を有する 50。というのも、現代のいかな

る国の法や政策も人間に対して充分なものとなっているとは言い難いからだ。自分たちか

ら遠く離れたところにいる人々や自分たちの視野に入らない人々に対してかくも関心の薄

いわれわれに―例えば 2017 年 19000 人を越える難民申請者がいたなかでわずか 20 人の

難民認定しか認めないこの国に生きながら、難民申請者の過酷な実情には目を向けようと

もしないわれわれに―51、人間主義はもはや必要ないなどと言いうるだろうか。私には、

どうしてもそのようには思われないのだ52。 

 

                                                           

指針となり続けるだろう。「人間以外の生物に対する関心は、確かに、人間の生活のなかで一定の

位置を占めるべきである。しかし、私たちは、ただ私たち自身の自己理解によってのみ、その関心

を獲得し、育て、他の人々に教えることができる。人間は理解すると同時に、理解される対象でも

ある。この点で、人間相互の倫理的関係は、常に人間と他の動物との関係とは異ならざるをえない。

これは、両者の違いが現れる基本的な点の一つである。動物をどう扱うべきかという問を発する前

に、この問―動物をどう扱うべきかという問―しかありえないというのが、根本的に重要であ

る。この場合の選択肢は、動物が私たちの実践から利益を受けるか、あるいは害を受けるか、のど

ちらかでしかない。それゆえ、種差別主義が人種差別主義や性差別主義をモデルとするのは誤りで

ある。後者二つは、本物の偏見なのである。世界の理解の仕方として、取り除くことのできない白

人的理解や男性的理解があると想定しよう。さらに、その場合の唯一の選択肢が、黒人や女性が「私

たち」（白人、男性）の実践から利益を受けるか、あるいは害を受けるか、のどちらかでしかない、

と考えよう。こう考えれば、これはもう偏見に侵されているのである。しかし、人間の動物に対す

る関係の場合は、これと同じように考えることが、まさに正しいのである」（Bernard Williams, Ethics 

and the Limits of Philosophy, London/New York: Routledge, 1985, pp. 131-132.『生き方について哲学は何が

言えるか』、森際康友・下川潔訳、産業図書、1993 年、196 頁）  
50 レヴィナスは「他なる人間の人間主義」こそが「人権」を有意味なものとすると考えていた。「友

愛においては、一方の他方に対する責任が肯定されるのだが、かかる責任を介して、人間の諸権利

は具体的なもののなかで、私が責任を負うべき他者の権利として意識に現れることになるのだ。他

の人間の諸権利として、私にとっての義務として、友愛における私の義務として、根源的に現出す

ること、それこそが人間の諸権利についての現象学である」（エマニュエル・レヴィナス「人間の

諸権利と他者の諸権利」（1985 年）、『外の主体』、合田正人訳、みすず書房、1997 年、205 頁）。

こうした発想は、「人権が要求されるのは、ある特定の規則・法・制度の根拠が問われる場合、す

なわち、それらの正当化が求められる場合、さらには、それらの規則・法・制度を支えてきた根拠

がもはや充分ではない場合である」（ライナー・フォルスト「正当化への基本的権利  ―人権を

構成主義的に構想するために」、田原彰太郎訳、ブルンクホルストほか編『人権への権利  ―人

権、民主主義そして国際政治』、舟場保之・御子柴善之監訳、大阪大学出版会、2015 年、52 頁）と

する政治哲学者フォルストの考えに通じているように思われる。レヴィナスの「他なる人間の人間

主義」から帰結するレヴィナス的政治哲学は、基本的には普遍主義の立場をとっているものの、「し

かし、価値としての文化的多様性にいかなる位置づけが与えられるかを問うことは肝要である。こ

の点についてレヴィナスは多くを語ってはいない」（Yasutake Miyashiro, L’humanisme est une éthique. 

Penser la critique lévinassienne de l’antihumanisme, Keio SFC Academic Society, 2014, p. 19 note 105）とす

る宮代康丈の指摘を踏まえて、稿を改めて論じたい。なお宮代氏の論文は、以下の URL にて公開

されている。http://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=KO92001001 -2013-

001-0001 
51 日本における難民認定のハードルの高さや申請者の苦境については、日本難民支援協会（JAR）

HP に詳しい。https://www.refugee.or.jp/ 
52 本稿は、ハイデガー・フォーラム第 12 回大会（2017 年 9 月 16 日於京都大学）での口頭発表原稿

に手を加えたものである。発表前後に貴重なご質問やご教示を寄せて下さった方々、とりわけ森一

郎先生、古荘真敬先生、轟孝夫先生、関口浩先生、齋藤元紀氏、陶久明日香氏、金成祐人氏、景山

洋平氏、瀧将之氏、松井隆明氏に深謝します。また、本稿は 2017 年度春学期に國學院大學、学習

院大学、早稲田大学で行われた講義・演習の成果に基づくものであり、とりわけ早稲田大学での講

義にお招き頂いた小林信之先生、様々な点についてのご教示を賜った田原彰太郎氏、リアクション

ペーパー等を通じて様々な質問をしてくれた学生たちに感謝します。  
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「ヒューマニズム」を超える思考と行為 

―ハイデガーとアーレントの「パイデイア」概念― 

 

田端 健人（宮城教育大学） 

 

 

はじめに 

 

ハイデガーの「ヒューマニズム」批判の発端は、プラトン「洞窟の比喩」（以下「比喩」

と略記）の解釈にあった（cf. 渡邊 2008: 163）。ハイデガーによる「ヒューマニズム」批判

ならびに「比喩」解釈に関して、従来のハイデガー研究において今なお不十分さがあると

するならば、それは何より、ハイデガーにおける「パイデイア（教育、教養、人間形成）」

概念への着目の乏しさにあるだろう（cf. 田端 2011、注 2・注 3）。ただ、この不十分さの要

因は、ハイデガー自身にもあり、彼による「比喩」解釈では、「パイデイア（教育）」論が、

「アレーテイア（真理）」論に還元できると読めるからである 1。 

ハイデガーの影響下で、「比喩」を、アレーテイアとパイデイア、両者の問題として正面

から論じたのは、おそらくフィンクであろう。「プラトンとアリストテレスのもとで、哲学

は教育として、教育は哲学として、みずからを把握した。」（Fink: 8）フィンクが言うよう

に、「比喩」では、さらに次の三つ巴の関係を、視野に収める必要がある。「哲学は、本質

的な教育と、本質的な国家形成、これら両者の実行として、みずからを解釈する。哲学は、

理性にかなったパイデイアへと、また理性にかなったポリティークへと、みずからを同一

化する。」（Fink: 8） 

そこで本稿では、パイデイアの視座からハイデガーの「ヒューマニズム」批判を検討し、

それを超える思考と行為の可能性を探りたい。  

 

 

１．「洞窟の比喩」の両義性 

 

プラトンによって、「イデア」という超感性的存在が措定され、それを眼差しに収める理

性的人間へと教育することが、教養の本質とみなされるようになった。これは一般的な「比

喩」理解であるが、ハイデガーの「偉大さ」（BPF: 112, 284）は、こうした一般的理解を超

えて、「プラトンの教説には、必然的な両義性」（9: 231）があることを、卓越した原典解釈

によって発見した点にある。すなわち、プラトンでは、「アレーテイアが題材にされ語られ

つつ、同時に、正しさ（ὀρθότης）が思念され、……これらすべてが、同じ思考の歩みにお

                                                           
1 「ハイデッガーは、『プラトンの真理論』において、洞窟の比喩を、その表面上の教育の教説とし

てでなく、真理論と解釈し直すことによって、展開、主張している。」（渡辺 1985: 439）こうした

指摘は、その典型であろう。  
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いてなされる」（9: 231）。つまり、プラトンには、「観照されるべき真実在としてのイデア

と、当てがわれるべき尺度としてのイデアとの不一致」（BPF: 112）が潜在していることを、

ハイデガーは「比喩」から読みとった。プラトンによって、前者から後者への歴史的転換

がなされたとしても、プラトンにおいてはまだ、両者が抗争的に保持されており、彼は矛

盾の渦中にいる。  

ハイデガーの「比喩」解釈に関する多くの先行研究のなかで、この重大さに着目したの

はアーレントだけではなかったかもしれないが、この両義性を、最善の国制を探し求める

『ポリテイア』という政治的対話の文脈に置き直したのは、彼女のみがなしえた独創的な

ハイデガー批判である2。 

 

「洞窟の比喩において、哲学者が存在の真実在を探し求め洞窟を去るとき、彼は観てとるものを

実践に適用しようなどとは、微塵も考えていない。彼が再び、人間的な事象の暗さと不確かさに

閉じ込められたのに気づき、仲間の人びとの敵意に直面した後になってはじめて、哲学者は、自

分の『真理』を、他の人びとの行動に適用できる基準と考え始めるようになる。」（BPF: 112）  

 

しかし、「比喩」の文脈を言えば、アーレントにも不十分さがないわけではない。それは、

「人間の本質」をパイデイアを通して考える、という「比喩」冒頭で強調される文脈を、

彼女が考慮しないからである。この点では、ハイデガーの受け止めの方が深刻だった。  

 

「もし洞窟の比喩が、『教育（Bildung）』と『真理（Wahrheit）』の本質を示しうるとすれば、これ

ら両者の間には、本質連関が現存しているのか？ 事実この関係はある。」（9: 218） 

 

「アレーテイアとパイデイアという語を、単に『文字通り』翻訳することで満足せず、翻訳され

るべき語で名指される事象的本質を思考するよう試みるならば、『教育』と『真理』は、即座に、

本質の一性へと合体する。」（9: 219）  

 

アーレントに倣って、次のように具象化できるかもしれない。学ぶ者は、アレーテイア

を求めて洞窟を去るとき、正しさを尺度にしようなどとは微塵も考えていない。ところが、

「教師」になって洞窟に戻るとき、自分の「真理」を、他の人びとの行動に適用できる基

準と考え始めるようになる。ハイデガーのヒューマニズム批判は、こうした「教育」批判

でもあり、パイデイアをヒューマニズムから脱構築する可能性を秘めている。  

 

 

２．「パイデイア」をどう翻訳するか？  

 

「パイデイア（παιδεία）」をどう翻訳するか、ハイデガーほど問題視した人物はいない

                                                           
2 「ハイデガーは、この比喩が現れる政治的文脈には気づいていない」、とアーレントは批判する

（BPF: 248）。  
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かもしれない。「パイデイアを、ひとは、Erziehung（教育）とか Bildung（教養、教育、陶

冶、人間形成）と翻訳する習慣がある。最近では（イェーガー）『古代ギリシア人の Formung

（人間形成）』。しかしこれは、学者風の表象（Gelehrtenvorstellung）である。〔パイデイアで

は、〕ヒューマニスティックなものは、何ら問題にされていない。」（36/37: 207）3 

パイデイアは、古代ローマにおいて「フーマニタース（humanitas）」と翻訳され4、ヒュ

ーマニズムの語源となり、ドイツ語では、Bildung や Formung と翻訳される。近年では、ラ

クー＝ラバルトさえこうした翻訳を受容したことからすれば、ハイデガー研究の領域でも、

ヒューマニズムがいかに根深い先入見になっているかがうかがわれる 5。 

ハイデガーは、『ヒューマニズム書簡』（以下、『書簡』と略記）において、ヒューマニズ

ムの典型例として、「イタリアにおける 14、15 世紀の所謂ルネサンス」、「ヴィンケルマン、

ゲーテ、シラーによって担われた……18 世紀のヒューマニズム」、さらにマルクスやサル

トルやキリスト教の「ヒューマニズム」をあげる（vgl. 9: 320-321）。 

ここでガダマーによる Bildung 概念の解釈学的検討を参照するならば、この概念が、まさ

しくドイツ「人文主義の（humanistisch ヒューマニスティックな）主導概念の一つ」（Gadamer: 

15）6であったことがよく理解できる。ガダマーによれば、ヘルダーにおいて、Bildung は、

「人間固有のあり様、自然によって与えられたその資質や能力を形成すること」（Gadamer: 

16）である。さらに、フンボルトでは、「精神的で道徳的な努力の総体である認識と感情に

よって、感受性や品性を、調和的に自ずと溢れ出させる志操のあり方」（Gadamer: 16）にな

る。また、ヘーゲルでは、「人間の教養の普遍的本質は、自己を普遍的で精神的な本質存在

へと作り上げていくこと」であり、「それ〔労働する意識〕は、事物を形成することによっ

て、自己自身を形成する」（Gadamer: 18）。 

これら Bildung 概念の根幹はやはり Bild、つまり姿形、像であり、肉眼によってではなく、

認識や精神によってのみ見ることのできる形姿、すなわちイデアである。これに対し、ハ

イデガーのヒューマニズム批判は、パイデイアを「教養」や「人文主義」から解放するこ

とにあり、同時に、アレーテイアを「イデアの軛」（9: 230）から解き放つことにある。  

では、ハイデガーにとって、パイデイアとは何であろうか。  

                                                           
3 以下、〔 〕内は引用者。  
4 「そのように理解された παιδεία が、『humanitas』と翻訳される。」（9: 320）優れた古代史家マ

ルーも、「ヴァロやキケロがパイデイア（παιδεία）という語を訳す必要に迫られた時、ラテン語

の humanitas にきめたという事実は、注目に値する」（マルー : 120）と記している。  

5 ラクー＝ラバルトは、彼独自の概念「国家‐唯美主義」によって、ハイデガーの政治哲学を批判

する（cf. ラバルト : 101）。この概念は、次のように説明される。「政治的なもの（〈都市国家〉）

は造形芸術、すなわち育成
ﾌｫﾙﾏｼｵﾝ

と情報
ｱﾝﾌｫﾙﾏｼｵﾝ

、つまり厳密な意味での虚構に属している。これはプラトンの政

治‐教育論的テクスト（何よりも『国家』）に由来する根本的なモチーフであって、これが Gestaltung

（形象化、形態付与）と Bildung というおおいをまとって、ふたたび出現してくるのである。Bildung

という語の多義性は示唆的である（具体的な形をあたえること、構成、組織、教育、文化、等々）。」

（ラバルト : 129）プラトンの「政治‐教育論」の根本的モチーフを「育成
ﾌｫﾙﾏｼｵﾝ

と情報
ｱﾝﾌｫﾙﾏｼｵﾝ

」と決めてかかる

のは、ヒューマニズム的先入見に他ならず、これこそハイデガーが打破しようとしたものではなか

ったか。  
6 ガダマーは、ハイデガーに抗して、ヒューマニズム（人文主義）の伝統を、科学的真理への対抗と

して、肯定的に位置づけている。  
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「パイデイアは、任意に差し出された空の容器に注ぎ込むように、準備できていない魂に知識を

注ぎ込むことに、その本質があるのではない。そうではなく、真の教育は、人間をまず、その本

質となっている場所へと移し置き、そこに慣らし込むことによって、魂そのものを、全体におい

てつかみ、魂に反して変貌させることである。」（9: 217） 

 

否定される項「知識を注ぎ込むこと」を、「人間に与えられた資質や能力を形成すること」

とか、「感受性や品性を溢れ出させること」とかと言い換えるなら、いっそう人文主義批判

が鮮明になる。パイデイアは、これらではなく、「人間の本質となっている場所」に人間を

移し置き、人間に「本質」を得させることである。それゆえ、『書簡』でも、ハイデガーは、

ヒューマニズムを超えて、人間の「本質」、人間の「人間性」を、よく考えるよう促す（vgl. 

9: 319, 321, 323-328）。 

31/32 年冬学期講義、ハイデガーは、人間の本質でアレーテイアが生起するという自分

のテーゼに、自分でも驚いている。「なんと大胆なテーゼ！ アレーテイア（非隠蔽性）と

しての真理の本質を、開蔵性（Entbergsamkeit）へと、したがって人間それ自身へと移す―。」

（34: 73）7 

人間を、そこでアレーテイアが生起する人間の本質へと移すこと、これがパイデイアで

ある。翌 33/34 年冬学期には、一歩踏み込んで、次のようにも言われる。  

「この根本生起、そこで真理の本質が人間の歴史を通して展開し、この歴史において人

間がその内的支えを獲得するところの根本生起は、哲学である。」（36/37: 207）パイデイア

は、人間を、アレーテイアが根本生起するその本質へと移し置くことであり、この時期の

ハイデガーに言わせれば「哲学」に他ならない。  

少なくとも 1933/34 年まで、ハイデガーは、「哲学」に対して肯定的であり、聴講生たち

を「哲学」に入門させることに熱心であった。それに先立つ 31/32 年冬学期でも、洞窟か

らの「登高」を、「本質への人間の向け変え連れ出し」としての「哲学」とみなし肯定的で

ある（34: 113）。ところが、この講義をもとに発表した 1940 年「真理についてのプラトン

の教説」では、「プラトンと共にはじめて始まる『哲学』は、それ以来、のちに『形而上学』

と呼ばれるものの性質をもっている」（9: 235）と批判的になる。そして、それを補完敷衍

した『書簡』でも、次のように「哲学」に批判的である。  

 

「来るべき思考は、もはや哲学ではない。なぜなら、来たるべき思考は、形而上学よりもいっそ

う根源的に思考するからであり、また形而上学という名前は、哲学と等しいものを言うからであ

る。」（9: 364）  

 

「来たるべき思考」とは、ヒューマニズムを超える「存在の思考」であり、もはや哲学

                                                           
7 このテーゼは、ややもすると、真理を「人間的なもの」にし、人間を存在者の中心に据え置くヒュ

ーマニズムと受け取られてしまうため、すぐにハイデガーは、こうした誤解に釘を刺す（vgl. 34: 74-

78）。このテーゼが意味するのは、人間の中心化ではなく、むしろ人間の脱中心化（ex-sistere）で

あり、「存在者の非隠蔽性へと自己を外へ立てること」「人間が哲学という危険地帯へと移行され

ている（geraten sein）」ことである（34: 77）。  
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ではない。しかし少なくとも 33/34 年までのハイデガーは、囚人の向け変えという根本生

起としてのパイデイアを、いわゆる「哲学教育」ではなく、端的に「哲学」とみなしてい

た。これは一見平凡に見えるかもしれないが、相当にラディカルな洞察である。というの

も、パイデイアに着目することで、哲学することの複数性があらわになるからである。  

パイデイア、すなわち「プシュケー全体の向け変え（die περιαγωγὴ ὅλης τῆς ψυχῆς）」

（9: 217, 222）は、囚人が単独で実行するのではなく、洞窟の外からの帰還者によって、囚

人に強要される。或る人間が別の人間に対して行うこの「共同行為」は、非常に特殊な「行

為」である。パイデイアという共同行為は、アーレントが区分する「労働」「制作」「行為」

からなる「活動的生（Vita activa）」には与しないと考えられるからである（VA: 12）8。また、

洞窟の外で観照に専念する「観照的生（Vita contemplativa）」は、「最高でおそらく最も純粋

な行為、……思考するという行為」ではあるが（VA: 12）、そこでは複数の人びとの共同行

為は問題にならない。  

33/34 年までのハイデガーは、哲学が、その本質の一性において、複数の人間による共同

行為としてのパイデイアと融合しているとみなしていた、と解釈できる。問題は、その後、

哲学と決別した「来るべき思考」「存在の思考」が複数の人びとによる共同行為なのか否か

である。この未解決の問題を、本稿は後に、ヘルダーリンとソクラテスに関するハイデガ

ーとアーレントの論究を手がかりに、探究してみたい。  

ここでは、誤解を避けるために、次のことを付言しておこう。すなわち、ここでパイデ

イア（教育）と言っても、アーレントが言う次のような「教育」にかかずらっているわけ

ではない。「若者に向けられた……教育の仕事」は、「学校の責任」であり、学校は、「家庭

から世界への移行を可能にするため、私たちが、家庭という私的領域と世界との間に挿入

した施設である」（BPF: 185）。こうした学校は、近代的ヒューマニズムの不完全な産物であ

り、しかも目下問題となっているのは、私的領域から世界への移行ではない。  

この点を押さえた上で、パイデイアとは、どのような「共同行為」かを考えてみたい。  

 

 

３．「存在的行為」と「存在論的行為」  

 

ここで『書簡』冒頭の言葉が意味深長になる。  

 

「行為することの本質を、私たちは、まだ十分明確に、よく考え抜いているとはとても言えない。」

（9: 313）  

 

ハイデガーによれば、一般にひとは、行為を、「作用を引き起こすこと」としてしか知ら

ず、「その現実性」を「効果（Nutzen 利益、有用）」によって評価する。存在者に何らかの

                                                           
8 政治的な公的領域における言論と行為は、参与する人びとの対等性と差異性を前提とする。「教育

（education）において、……私たちが扱うのは、政治と対等性がまだ承認されえない人びとである。

なぜなら、その人びとは、そのための準備を整えている最中なのだから。」（BPF: 119）  
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作用を及ぼし影響を与えるこの行為を、さしあたり、「存在的（ontisch）行為」と呼ぼう。

行為の観点から見ると、ヒューマニズム批判は、存在的行為批判でもある。  

対照的に、行為の本質は、ハイデガーによれば、「実らせ達成すること」（9: 313）にあり、

行為のこうした本質を実現するのは、「存在の思考」である。「思考は、思考することによ

って、行為する」（9: 313）。この行為は、「最も単純であると同時に最高の行為」（9: 314）で

ある。存在者ではなく、存在へと関わるこの行為を、存在的行為と区別し、「存在論的

（ontologisch）行為」としたい。  

やや込み入った事情を一瞥しておくと、実は、ハイデガーは、28/29 年冬学期にも、この

「最高の行為」によく似た、「本来的」行為ないしは「根源的」行為を論じていた。学問の

本質を探究する文脈で、『ニコマコス倫理学』を引用しながら、ハイデガーは、次のように

言う。 

 

「理論的（theoretisch）根本態度は、そこにおいて人間が本来的に人間であることができる πρᾶξις

（実践）である。注意すべきは、θεωρῖα（理論、観照）は、単に一般的に或る一つの πρᾶξις で

あるのではなく、本来的な πρᾶξις である、という点である。」（27: 174）9 

 

「人間が本来的に人間である」ようになることは、パイデイアであるが、この時期のハ

イデガーは、理論的な根本態度（そのお手本が誕生期の数学的物理学）へと自己を移し置

くことを、哲学と並び、アレーテイアの生起としてのパイデイアと考えていたと解釈でき

る。ハイデガーは、次のようにも言う。  

 

「では、θεωρεῖν は、どのような性格をもつのか。アリストテレスは、ニコマコス倫理学第 6 巻

の中で、きわめて明瞭にしている。それは、ἀληθεύειν、すなわち存在者を開示することにある。

この πρᾶξις においては、存在者が加工されるわけではない。そうではなく、存在者の非隠蔽性が

行為的に手に入れられる、すなわち、行為することは、非隠蔽性すなわち真理を、出来事へとも

たらすことである。」（27: 176）  

 

存在的行為は、存在者を「加工する」「調達する」「形成する」「手を加える」（27: 177）

といった特徴をもつが、理論は、こうした存在的行為ではなく、存在者の非隠蔽性を出来

事へともたらす存在論的行為である。では、洞窟に舞い戻った者は、囚人に、どのように

してこの存在論的行為を起こさせるのか。  

もしも思考が観照のように、自分自身にのみ関わる純粋な存在論的次元にとどまるなら

                                                           
9 ハイデガーは、『ニコマコス倫理学』第 10 巻第 6 章と第 7 章を典拠として、このテーゼを述べて

いるが、当該箇所でアリストテレスは、エネルゲイアと言っており、プラクシスとは言っていない

ように見える。「アリストテレスは、テオーリアを最高のエネルゲイアと言っても、それを最高の

プラクシスとは決して言わない」とすれば、観照ないし思考と実践ないし行為を融合させているの

はハイデガーであり、この融合こそ、「観照的生」と「活動的生」を峻別するアーレントが批判し

た点であった、と考えられる（森一郎氏の教示による）。ただ、エネルゲイアをプラクシスと読み

換える大胆さもまた、当時の学生たちがハイデガーに魅惑された要因だったにちがいない。  
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ば、たとえそれが行為であっても、生身の人びとの複数性は問題にならない。ところが、

生身の人びとを相手にする政治や教育の領域、また共同研究を基本とする科学の領域では、

そうはいかない。ハイデガーの「洞窟の比喩」解釈にアーレントが衝撃を受けたのは 10、理

論や観照における行為を、複数の人びとによる政治的行為へと現実化することで、いかな

る大事件が生じるかを、彼女が感じたからかもしれない。  

アーレントによれば、哲学を政治に持ち込んだとき、プラトンには、次のことが起きた。  

 

「イデア〔観照されるべき美のイデア〕を尺度〔正しさとしての善のイデア〕に変容させるため

に、プラトンは、実践的生からのアナロジーに助けられている。その実践的生では、あらゆる技

術や制作が、やはり『イデア』に、つまり対象の『形相』に導かれているように見える。職人は、

内なる眼で形相を見、続いて、その模倣によって、それらの形相を現実に産出する。……イデア

は、政治的・道徳的な行動と判断のための、ゆるぎない『絶対的』基準となるのだが、それはち

ょうど、寝椅子一般の『イデア』が、製造された特定のあらゆる寝椅子のよさ（ fitness 有用性）を

作り出し判断するための基準になるのと同じ意味である。イデアを、〔制作の〕モデルとして使う

ことと、……行動のものさしとして使うこととは、なんら大差ない。」（BPF: 110）  

 

こうして「主人は、……何が為されるべきかを知っており、命令を下す。一方、奴隷は、

それらの命令に従い実行する。その結果、為すべきことを知っていることと、実際に行為

することとは分離し、相互排他的な機能になる」（BPF: 108）。つまり、「思考が行為を支配

し、行為に原理を定める」（BPF: 115）。しかし、この行為には、難問がつきまとう。「理性

による強制の難点は、……少数者しか理性の強制に服従しないことであり、それゆえ、次

のようなアポリアが浮上する。すなわち、多数者、まさに多数であることによって政治体

を構成している人びとが、同じ真理に服従しうる状態を、どのように保障するか。」（BPF: 

107） 

プラトンがこのアポリアをどう解決したかは措くとして、ハイデガーも、1930 年代半ば

までは、思考における存在論的行為を、これとよく似た仕方で政治的行為へと現実化する

ことを考えていたように読める11。例えば、1935/36 年の「芸術作品の始まり」（以下『始ま

                                                           
10 アーレントは、折に触れてプラトン『国家』と格闘したことが『思索日記』からうかがわれるが

（vgl. DT: 9[10][13][16][18], DT: 10[2]-[10], DT: 19[11]-[13][16], DT: 20[35]; 25[45]）、1953 年の日記（DT: 

19[11]-[13]）は、ハイデガーの「比喩」解釈によって、アーレントのイデア解釈が飛躍的に結晶化し

たことを示している。  
11 ハイデガーの思考と行為は、「プラトン的なバシレイアへと導いていく」（ラバルト : 30, 54）と

いうラクー＝ラバルトの読みは、その一つであろう。  

確かに、ラクー＝ラバルトの次の指摘は妥当である。「1933 年においては、テクネーは、テオー

リアと結びついて、エネルゲイアに通じている。エネルゲイア自体は《am-Werk-sein》として解釈

されている。……2 年後、この意味でのエネルゲイアはもはや問題ではなくなっている。だが、テ

クネーにかんする言説は、―その間、芸術にかんする言説と化しているが―芸術の本質を、ア

レーテイアの《 ins-Werk-setzen》、すなわち『作品化』とする定義で頂点に達している。」（ラバル

ト : 101）  

しかし、次のように続けるとき、ハイデガーの政治哲学を、彼は見誤っているように思われる。

「そのこと自体によって……この言説の『政治的』な深奥部で、私がこれから国家‐唯美主義と呼

ぶところのものが、国家‐社会主義にとってかわったのだ。」（ラバルト : 101）確かに、『芸術作
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り』と略記）の有名な一節。  

 

「真理が、それによって明け開かれた存在者の中でおのれを調節する本質的な方法は、真理がみ

ずからを作品に据えること〔芸術作品の創作〕である。真理が本質化する別の方法は、国家を創

設する行為である。……真理がおのれを根拠づけるさらに別の方法は、犠牲である。真理が生成

するさらに別の方法は、思考する者が問うことである。……これに対し、科学は、真理の根源的

生起では決してなく、既に開示された真理領域のそのつどの拡充（Ausbau 改装）である。……も

しも科学が、この正確なものを超え出て、或る真理へと、すなわち存在者そのものの本質的な明

け開けへといたるならば、その限りで、科学は哲学である。」（5: 49f.）  

 

ここでは、国家創設の行為が、詩作や芸術作品の創作と同じく、「真理の本質化」とされ

る。国家創設は、詩作や哲学における存在論的行為の一つの現実化である。科学もまた、

存在者の存在の開けへといたるならば、哲学と同じ本来的行為となる。  

ただ、ハイデガーのテキストから、この存在論的行為が、複数の人びとの間の存在的次

元のいかなる共同行為によって実現するのか、解釈は論争的であり未解決である 12。そも

そも、存在論的行為の共同性からして、どうなっているのか、必ずしも明確とは言えない

13。 

『始まり』の国家創設というこの行為は、先の「本来的行為」の一つと考えられるが、

『書簡』でいう「最高の行為」ではないだろう。30 年代半ばのいわゆる「転回」14をはさ

み、本質的行為がどのように変転したかを探究する一つの方途として、次に『書簡』にお

いても依然変わらない論点に着目してみよう。それは、詩作への肯定的評価である。1930

年代後半からのハイデガーの詩作論の進展は、共同行為としてのパイデイア論の展開とし

ても読めそうだからである。  

 

 

 

                                                           

品の始まり』では、芸術作品と国家創設が並列的に語られており、テクネーなりポイエーシスのモ

デルで考えられている。しかし、両者の要点は、転覆によって存在を非隠蔽化することであり、「造

形」することではない。「造形」「形成」を本質とする「国家‐唯美主義」をハイデガーに押し付

けるのは、無理があるように見える。  
12 ハイデガーの政治哲学に、「オントロギッシュな次元」と「オンティッシュな次元」を区別し、

両次元の移行は「恣意的」であるとし、「既存の地平を解体して、再び存在を回復するために、今

度は地平を開くのではなく、それを解体し、閉じるという、逆向きのオントロギッシュな運動が確

保されていなければならない」という小野紀明氏の指摘も、その運動を「革命」と結びつける洞察

も（小野 : 89）、一定の説得力をもつ。ただ、もしもそうならば、ハイデガーの政治哲学は、創設と

革命の終わりなき反復となるだろう。  
13 「ハイデガー自身は、『寄与』や『書簡』においても、こうした倫理的な態度において成り立つ

本来的な共同存在を明確に規定していない」（齋藤 : 338）、と齋藤元紀氏は指摘している。  
14 轟孝夫氏は、「労働」に関して、ハイデガーが 1930 年代半ばまでは肯定的に語り、後半にいたる

と批判的に言及するようになると指摘している（cf. 轟 : 59）。もし「労働について否定的な言及し

かなされなくなった時代も、以前、労働として積極的に語られていたものは、事柄としては別の表

現のもとで存続している」（轟 : 59, cf. 81）とするならば、「哲学」や「学問」もそうだろうか。  
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４．「見守る者たち」から「近親者たち」へ 

 

『始まり』は、そのタイトルにも表れているように、「起源」が主題である。それは、芸

術作品や国家が、どのように新しく創り出されるかを明らかにしている。だが、同様に重

要なのは、それらが輝きを保ったまま、どう維持されるかである。この問題に関して、『始

まり』では、国家に対しては沈黙するが、芸術作品に対しては一定の論究がある。これは、

作品がどのように人びとに受け入れられるかの問題であり、「見守る者たち（ die 

Bewahrenden）」の問題に他ならない15。 

 

「単に、作品を創作することだけが、詩人のよう（dichterisch 詩的）なのではなく、同様に、ただ

その固有の意味においてだが、作品を見守ることもまた、詩人のようである。」（5: 62）  

 

ヘルダーリンが言うように、「……詩人のように、人間はこの大地に住まう」のならば、

詩人だけでなく、多くの人びともまた、作品を見守る者になるとき、この大地に住まうこ

とができるだろう。そのとき、人びとの間に、いわゆる「本来的」な共同存在が発現する。  

 

「作品の見守りは、人びとを、各自の体験へと個別化するのではなく、作品において生起してい

る真理への共属性へと差し込み、こうして、非隠蔽性への連関から、相互の『ために』『共に』存

在を、現存在の歴史的外立として根拠づける。」（9: 55） 

 

しかし、「作品が単なる芸術鑑賞に供されているからといって、それらが作品として見守

られているという証にはならない」（9: 56）。そうである以上、問題は、人びとが、影から

どのように向け変えられるかと同様、どのようにして見守る者たちへと変貌させられるか

にかかっている。この問いに対して、『始まり』のハイデガーは、「作品の正しい見守り方

は、作品それ自身によってのみはじめて、共に創作される」（9: 56）とか、「私たちが、私

たち自身を、私たちの日常性から連れ出し……」（9: 62）と答えるにとどまる。ここでは魂

の向け変え（パイデイア）の問題に進展は見られない。 

ところが、『書簡』にいたると、パイデイアへの明らかな目配せと読める一節が挿入され

るようになる。  

 

「ニーチェは、形而上学の内部で形而上学を逆転させること以外に、この故郷喪失からの脱出の

道を見い出すことができなかった。しかしそれは、脱出の道のなさを完成させることである。と

ころが、ヘルダーリンは、『帰郷』を詩作するとき、彼の『土地の人びと』が、自分たちの本質へ

と向かい慣れるように配慮している。」（9: 338）  

 

                                                           
15 「見守り」に関する先行研究は、管見ながら少ない。フォン・ヘルマンの論及はその一つと評価

できるが（vgl. von Herrmann: Zweiter Abschnitt, Zweites Kapitel）、その「見守り」論は、『始まり』

の釈義にとどまっている。  
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「土地の人びと」へのこの特別な「配慮」こそ、パイデイアの共同行為に他ならない。

ハイデガーは、故郷喪失からの脱出、つまり帰郷を考えるとき、パイデイアの問題に改め

て取り組まざるをえなくなった。こうした視座から見るとき、1943 年講演『帰郷／つなが

りのある人びとに寄せて』の副題が際立ってくる。それは、詩人が土地の「複数の」人び

とに、「宛てた」詩であることを強調している。そして、主題の「帰郷」とは、太陽を見た

者が囚人のもとに再び帰ってくることである。  

牽強付会の誹りを恐れず言えば、この講演は、「洞窟の比喩」解釈の展開として、プラト

ンを逆転するのではなく、換骨奪胎する試みとして読むことができ、そのとき、隠れた意

味が立ち現れてくる。「比喩」における洞窟からの解放者は、イデアを見ているのに対し、

ヘルダーリンの「歌人は、高きものそのものを見ない。歌人は盲である」（4: 27）。とはい

え、土地の人びとが帰郷できるよう配慮する詩人は、イデアを見ず、何が正しいかを知ら

ないものの、何も知らないわけではない。「私たちにとって、一人の探究者がいて、探究さ

れる故郷の本質が、その人に自己自身を示すのでなかったならば、どうして私たちはそれ

を見出すことができるだろうか。」（4: 14）探究されるのは、「故郷の最も固有なもの、最善

のもの」であり、これを「知ることが、……まずもって必要」であり、それに続いて、「『愛

する人びと』が、故郷で、故郷に住みつくようになることを、まずは学ぶ」ようになって

こそ、土地の人びとの帰郷が可能になる（4: 14）。 

しかし、故郷の「最善のもの」は、善のイデアとして太陽のように輝き続けるわけでは

ない。そうではなく、それは「神の不在」であり、「不在の現前」である（4: 28）。最善の

ものは、不在でありながら現前しており、最高のものとして眼差しに収められるわけでは

ないが、探究者に自己を知らせる。「神の不在は助けになる。」（4: 28）そう詩人は語る。正

しさはもちろん、高きもの、最善のものが「ない」ことが救いになる。  

この「ない」の助けは、「ない」のだから、無力であり、何かにまた誰かに作用を及ぼす

ような存在的行為ではない。しかしそれは、観照されるだけの存在論的次元にとどまる行

為でもない。  

『帰郷』は、「ない（nicht）」の一語でもって終わる。  

 

「こうした配慮を、好むと否とにかかわらず、心のうちに  

歌人は、しばし担っていなければならない、しかし、他の人びとは、そうではない」  

 

この「ない」は、ハイデガーによれば、「祖国の他の人びと『に寄せた』、聞く者になる

ように、という神秘に満ちた呼びかけ（der geheimnisvolle Ruf）」（4: 29）だという。Heimat

（故郷）の文脈で Geheimnis（神秘）が語られることで、故郷と神秘の近さを思わないわけ

にはゆかない16。この近さを表現する日本語は、「親‐密」かもしれない。驚きに満ちた神

秘的なものは、実は親しみ深い故郷に秘されている。故郷喪失の時代は、故郷との親密さ

が失われる時代であり、故郷から秘密が消える時代でもある。  

                                                           
16 『書簡』でも、geheimnisvoll という語が、94 段落に、「追想的思考（Andenken）」と「思考しつ

つ、存在の家に住まう」という言葉の近くで語られている（9: 362）。  
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詩人の神秘に満ちた「呼びかけ」は、存在の呼びかけのような純粋に存在論的な行為で

はなく、土地の人びとに向けてヘルダーリンがドイツ語で呼びかける現実的な行為であり、

存在論的次元へと誘う存在的行為である。土地の人びとの「聞く」という行為もそうであ

る。この呼びかけによって、突如、土地の人びとの「向け変え」が生起しうる。  

「この呼びかけによって、……」とハイデガーは続ける。「他の人びとは、はじめて、故

郷の本質を知ることを学ぶ。」（4: 29）呼びかけによって、土地の人びとは、「故郷の本質を

知る」のではない。そうではなく、「本質を知ることを学ぶ」、おそらく学び始める。人び

とは、はじめて、故郷の本質へと向きを変え始める。おそらくハイデガーは、詩人の呼び

かけによって、人びとは、「故郷とは何か？」と問い始める、とも言えたはずである。ハイ

デガーは、次のように言い換える。「『他の人びと』は、蓄える近さの神秘をよく考えるこ

とを学ぶ。」（4: 29）人びとは、正解など見つかりそうにない「神秘」をよく考え始める。

人びとは、知識など一つも得ていないが、よく考える人びとに変貌する。この変貌で、事

態が一変する。なぜなら、人びとは、故郷の「神秘」をよく考えるようになっており、そ

れを考えるためには、考えるそれ、つまり神秘が正体不明の謎として現われていなくては

ならないからである。人びとに、不思議な仕方で神秘が現われる。そこで、ハイデガーは、

bilden という言葉を使って、次のように続ける。「このように考えることにおいて、はじめ

て、よく考える人びとが、みずからを育成する（sich bilden）。」（4: 29）この「よく考える人

びと」から、「悠然とした気分のゆっくりした人びと」が生じ、この人びとは、「なおもと

どまる神の不在を最後まで耐え抜くことを、再び自分で学ぶ」（4: 29）。ゆっくりした人び

とは、よく考える人びとの自己変貌であるが、この変貌には、根本気分の変容が土台とな

っている。  

 

「よく考える人びとと、ゆっくりした人びとにして、はじめて、配慮する人びとである。そうし

た人びとは、詩作によって詩作されたものへと想いを寄せるがゆえに、歌人の配慮と共に、蓄え

る近さの神秘の方に向けられている。同じものへの、この固有の専心によって、配慮する聞く人

びとは、語る人の配慮につなげられる（verwandt sein）、つまり、これら『他の人びと』は、詩人

と『つながりのある人びと（die Verwandten）』になる。」（4: 29）  

 

ここに、土地の人びとのプシュケー全体の向け変え、パイデイアが起きていることは、

明らかであろう。それは、プラトンのように強制によって起きるのではない。詩人の無力

な呼びかけによってである。人びとが、聞くようになることが一大変化である。何でも聞

けばいいわけではなく、詩人が詩作する故郷の神秘、最も日常的なものの最高の非日常性

を聞くようになることである。故郷の神秘、それは神の不在であるが、その不在へと人び

とは、共に想いを寄せる。このように無を前にした人びとの共同性は、1934/35 冬学期のヘ

ルダーリン講義における前線兵士の同僚意識、「犠牲としての死の近さ」（39: 73）から生じ

る相互帰属性とは、いかにかけ離れていることだろう。  
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５．パイデイアの「別の道」 

 

ハイデガーは、この『帰郷』講演を、お得意の目配せで結んでいる。「言葉は、ひとたび

語られると、配慮する詩人の守りから滑り落ちてしまう」（4: 30）ので、詩人は、別の詩で、

「『他の人びと』との詩人の別の
．．

関わり方を述べている」（4: 31, 傍点引用者）とし、次の一

節を読みあげる。  

 

「……しかし詩人には、それを独りで保つことが簡単ではない。  

そこで、詩人は、好んで、他の人びととむつび集う、  

人びとが助けることを理解するために。」（4: 31）  

 

人びとと「むつび集う（sich gesellen 仲間になる）」ことを、詩人は好むというのである。

これは、詩作された「ない」という語の呼びかけとは「別の」仕方での、人びとへの働き

かけである。人びととむつび集い対話を楽しむ光景を想像するとき、その中心にいる人物

として、ソクラテスを思い浮かべるのは、自由連想が過ぎるだろうか。  

一見すると、この連想は、詩作（ヘルダーリン）から、思考（ソクラテス）への飛躍と

思われる。ところが、詩作と思考とが同じであることを、ヘルダーリンはよく知っていた、

とハイデガーはいう。「詩作しつつ言われたことと、思考しつつ言われたこととは、決して

等しいことではない。しかし、両者は、ときに同じことである。……詩作が高いものであ

り、思考が深いものであるならば。」（WD: 8-9）その典型例として、ハイデガーは、ソクラ

テスへと思いを寄せるヘルダーリンを紹介する（WD: 9）。 

 

ソクラテスとアルキビアデス  

「聖なるソクラテス、なぜ君は、いつもこの若者に  

敬意を表するのか？ 君は、もっと偉大なことを知らないのか？  

なぜ君の眼差しは、愛をこめて、彼を見つめるのか？  

まるで神々を仰ぐかのように。」  

 

この問いの答えが、次の第二節だとハイデガーは言う。  

 

「最も深く思考する者は、最も生き生きしたものを愛する。  

溌剌とした若者を理解するのは、世界へと見入った者、  

こうして、知ある者たちは、しばしば、  

美しいものに、ついにおじぎをし、それを好むのだ。」  

 

この紹介を含む 1951/52 年のハイデガーの講義が、よほど印象的だったのだろう、アー

レントは、『精神の生活』第 1 部「思考」第 17 節「ソクラテスの応答」で、この講義に言

及し、講義中の次の一節を引用する（cf. LM1: 174）。ちなみに、この文脈では、ハイデガー
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もアーレントも、「哲学」ではなく「思考」をテーマにしている。  

 

「ソクラテスは、生涯、死にいたるまで、この吹き去ってゆく風のなかに自分を立たせ、そのう

ちに自分を保つことしかしなかった。それゆえ、彼は、西洋の最も純粋な考える人である。だか

らこそ、彼は何も書かなかった。」（WD: 52）  

 

ハイデガーを引き合いに出し、思考を「風」や「嵐」に喩えることで、アーレントが強

調するのは、思考が、風のように「見えないもの」に関わることであり、精神の目で見え

る存在者を話題にしながら、それらを吹き飛ばし、吹き抜けてゆくことである。  

「……ソクラテスが、吟味において扱う徳や価値といった諸概念の只中で、思考の見え

ない風が現れた。厄介なことに、この同じ風は、それが巻き起こるときには必ず、それ自

身にそれまで現れていた物どもを、吹き飛ばしてしまう。」（LM1: 174）これは、徳や価値

といった、それまでよくわかっていた概念が、ソクラテスとの対話で、わからなくなって

しまい、対話が堂々巡りで終わることに象徴される。  

「ソクラテス、あぶ、産婆、シビレエイは、哲学者ではなく（彼は何も教えず、教える

ものを何ももっていない）、ソフィストでもない。というのも、彼は、ひとを賢くするとは

主張しないから。」（LM1: 173）そして彼女は、次のように続ける。「『探究』が彼を非常に忙

しくするので、彼は、公的私的いずれの事柄にも、関わる時間がない。」（LM1: 173） 

興味深いのは、ソクラテスと若者たちとの対話の場が、公的領域でも私的領域でもない、

とアーレントが認めている点である。この対話は、「観照的生」にも「活動的生」にも属さ

ない。しかし、矛盾するようだが、アーレントは、同時に、ソクラテスと若者たちの対話

という営みを、「行為」ないし「活動」とみている。「比喩」解釈で、アーレントは、プラ

トンが行なった「思考と行為のこの二分法こそ、まさしく、ポリスにおいてソクラテスが

危惧し防ごうと試みたものに他ならない」（BPF: 116）と言う。ただし、ソクラテスは、政

治的領域で思考と行為を統合しようとしたわけではない。ソクラテスが活躍したのは、公

的私的いずれの領域からも離れた場所だった。  

この場所をイメージするために、次の歴史的事実を一瞥しておくことは、無意味ではな

いだろう。よく知られているように、ソクラテスは、「アカデメイアやリュケイオンなどの

公共体育場」をしばしば訪れ、青年たちを問答の相手とした（cf. 廣川 : 15）。アカデメイア

は、プラトンが後に学園を創設した場所であるが、それ以前から、公共体育場をもつ美し

い公園であり、「オリーヴ、白蘆、水松、白ポプラ、スズカケ、ニレなどの樹木が鬱蒼と茂

る神苑」（廣川 : 7）でもあった。アカデメイアは、アゴラからおよそ 2 ㎞ほど北にあり、近

くには、オイディプスが最後の安息を見出した丘、「馬の丘（コロノス・ヒッピオス）」が

ある（cf. 廣川 : x, 7-8）。 

こうした場所で、ソクラテスが若者たち相手になした対話の意味を、アーレントは次の

ように語る。  

 

「ソクラテスが為したことの意味は、活動それ自体のなかにある。言い換えれば、思考すること
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と十全に生きることとは、同じである。ここに含意されるのは、思考は常に、新鮮に始められな

くてはならない、ということである。思考は、生に伴う活動であり、正義や幸福や徳といった諸

概念を配慮する。生活のなかで起こること、私たちが生きている間ずっと私たちの関心事になる

全ての事柄の意味の表現としての、言語そのものによって与えられる諸概念を、思考は配慮する。」

（LM1: 178）  

 

これは、パイデイアのもう一つの道に他ならない。アーレントは、意識的か否かは別と

して、思考の風を論じるとき、彼女の教育論を超えて、パイデイアを語っている。そして、

公的領域における対等な人びとによる政治的行為とは異なる、もう一つの行為を明らかに

している。それは、彼女がハイデガーから学んだ「存在の思考」という「最高の行為」と

も異なる。  

アーレントは、「存在の思考」が「行為」であることを、深刻に受け止め、考え抜いたよ

うに思われる。存在の思考は、観照ではない17。アーレントによれば、「ハイデガー固有の

転回は、〔意志の〕破壊性に対抗するために提示される。その解釈に従えば、テクノロジー

の端的な本質は、意志への意志であり、つまり、世界全体を意志の支配と統治に従わせる

ことであり、その自然な終末は、全滅だけである。こうした統治に対する別の選択肢が、

『存在させること』であり、これは、活動として、存在の呼びかけに従う思考である。」

（LM2: 178）アーレントによれば、「存在させること」は、のちに「放下（Gelassenheit）」と

呼ばれるが、これは、存在の思考の行為である。この行為は、テクノロジーが導く破壊へ

の抵抗である。しかし、アーレントが見るところ、思考者は「何もしないにもかかわらず、

活動する」のであり、存在という「誰でもない」は、この「思考者の実存において、その

血肉化をいまや見出す」ものの、それは、「彼〔思考者〕が現れの世界へと舞い戻ること」

を意味しない（LM2: 187）。なぜなら、「彼は、『実存論的独我論』のなかで『孤独（solus ipse）』

である」（LM2: 187）から。それゆえ、この抵抗は、現実の世界への出口を見出せない。  

しかし、ハイデガーの目配せから、思考の風とともに、ソクラテスについて検討する中

で、彼女は、破滅への抵抗の別の小道を見つけたのではないだろうか。  

最後に、ソクラテスによる思考と行為の統一 18の特徴について、アーレントが着目する 2

点を確認しておきたい。この 2 点は、行為と思考の分離と同じく、「比喩」の政治哲学的解

釈において、アーレントがプラトンに見出した問題点（cf. BPF: 107, 110-111, 116）を乗り超

えるメルクマールだからである。  

第一に、ソクラテスが対話の相手としたのは、「すべての人びと」だった。「ソクラテス

は、プラトンとは違って、あらゆるテーマについて考えたし、誰とでも語り合ったのであ

                                                           
17 「行為と思考。ハイデガーはこれを原存在（Seyn）と思考の同一性にもとづいているとのみ考え

ることができる。しかも、人間の存在としての思考は、存在の原存在という意味で理解される。そ

うすると、思考は、人間において行為へと開放された原存在であろう。思考は、ここでは、思弁で

も観照（Kontemplation）でも認識でもない。」（DT: 1[11]）  
18 アーレントは、ソクラテスを、「思考することと行為することという見かけ上矛盾する二つの情

念を、一人の人間の中で統一した……最高の、事実唯一の……事例」（LM1: 167）としている。  
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り、少数の者だけが、思考する能力をもつなどと信じたはずはない。」（LM1: 180）19 

第二に、彼は、「職業的専門家（professional）」（LM1: 167）ではなかった。彼との対話の

場では、弁論術を教える専門家ソフィストさえ、一人の素人になる。ソクラテスは、メノ

ンの召使を、対話に招きさえした（cf. プラトン 9: 279-291）。若者たちは、正しい何かを教

えられるわけではない。知識をもたないからといって、軽蔑されるわけでもない。むしろ、

ソクラテスは、若者たちを敬愛する。もしもソクラテスが秀でているとすれば、それは、

彼が若者たちよりもいっそう知ら「ない」から、つまり無にいっそう激しく晒し出されて

いるからである。  

では、この道は、「帰郷」の道とは無縁だろうか。もちろん、詩作と思考は等しくない。

しかし、あながち無縁でもなさそうである。なぜなら、善くもなく美しくもない場所を、

私たちは故郷にできないからである。嘘や不正がまかり通る土地に、人間は安らうことが

できない。美とは何か、正義とは何か、勇気とは何か、語り合い吟味する自由のないとこ

ろに、人間は、人間らしく住むことなどできない。だからソクラテスは、アテネで死んだ。  

アーレントは、何の利益も価値も生まないこうした言論と思考は、「危険」であり、ポリ

スを脅かす「最大の危険」さえ含んでいるという（LM1: 175）。その一つが、ソクラテスの

一部の弟子が陥った「放縦とシニシズム」（LM1: 175）だという。だが、果たしてそうだろ

うか。ポリスにとって脅威だったのは、ソクラテスの取り巻きたちよりも、むしろ、ソク

ラテスその人だった。それゆえ、問題は、危険がひそむことにあるのではない。そうでは

なく、多くの人びとが危険を恐れ、排除なり隠蔽しようとすることこそが問題なのだろう。

「危機は、乗り超えられるべきなのではなく、むしろ生き生きとされるべきである」（ 27: 

39）とハイデガーが言うように。  
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19 「誰とでも」とはいえ、ソクラテスは、「店を開いて自分の知識を現われた顧客には誰にでも提

供するようなプロフェッサー」（マルー : 46）ではなかった。彼は、用意の整っていない容器に注
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いまフマニスムスを超えるとは 
 

松本 啓二朗（大阪教育大学）  

 

 

第 1 節 「ヒューマニズム書簡」の背後にある思索の問題  

 

戦後のハイデガーの最初の出版物となった、いわゆる「ヒューマニズム書簡」は、1940

年の論文「プラトンの真理論」の末尾に述べられていた「ヒューマニズム」（GA9, 236）1に

関連してジャン・ボフレが示したいくつかの問いに答えるかたちで書かれている。しかし、

「「ヒューマニズム（人間主義あるいは人道主義）」についての手紙（ Brief  über den 

»Humanismus«）」と題されてはいるものの、ハイデガーの論述は、存在論を補完する人道主

義的な倫理学の執筆を望む世間の期待に反して、「ヒューマニズム」を根底から批判し、そ

の克服を図るものであった。「ヒューマニズムについて」という表現は、「ヒューマニズム

を超えて（über）」とも読まれるべき内容だったのである。ハイデガーによれば、「人間らし

い人間（homo humanus）」の「人間性（humanitas）」を目指す西洋の「ヒューマニズム」の

根底には、「理性的な動物（animal rationale）」という人間理解が存しており、この人間理解

はそれ自身、西洋の「形而上学」に根差している（GA9, 321f.）。そしてハイデガーにとっ

て、その「形而上学という名称は、哲学と等しいものを言っている」（GA9, 364）。「ヒュー

マニズム書簡」におけるハイデガーの批判は、人間主義としてのヒューマニズムに対して

だけでなく、「将来の思索はもはや哲学ではない」（GA9, 364）と言われるように、西洋の

「哲学＝形而上学」の全体にまで及んでいるのである。  

「ヒューマニズム書簡」におけるこのような「哲学＝形而上学」批判の端々には、また、

ハイデガー自身の思索の根本問題が示されている。それは「言葉」をめぐる問題である。

書簡の冒頭には、「言葉は存在の家である」（GA9, 313）というよく知られた表現が提示さ

れ、議論のなかでは、たとえば、「大切なことは、言葉の本質を、存在への呼応ということ

から、しかも人間本質の住まいという呼応として、思索することである」（GA9, 333）など

と、「言葉」の問題の重要性がくり返し述べられているのである。  

だが、そこで言われている「言葉」とは、通常の言語論や言語哲学で主題とされるよう

な、「記号」としての言葉ではない。また、『存在と時間』での「語り（Rede）」のように、

人間存在の存在論的な基盤として考えられるような「言葉」でもない。そうではなくて、

後の『言葉への途上』において、「言葉が語る
．．．．．

（言葉が言葉する
．．．．．．．

）（Die Sprache spricht）」（GA12, 

10）と表されるような「言葉」である。それは、言葉を言葉以外の何ものかによって基礎

づけたり説明したりすることになる「人間が語る言葉」ではなく、どこまでも「言葉を言
．．．．

葉として言葉へもたらすこと
．．．．．．．．．．．．．

」（GA12, 230）からとらえられた根源的な「言葉」である。そ

してこの根源的な「言葉」の具体的な姿を、1930 年代半ば以降のハイデガーは、「詩作」あ

                                                           
1 ハイデガー全集からの引用などは、GA という略記のあとに巻数、ページ数をつけて示す。Martin 

Heidegger, Gesamtausgabe, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1975-. 
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るいは「詩作的思索」のうちに求めていったと考えられる2。「ヒューマニズム書簡」にお

いても、「思索する者たちと詩作する者たちが〔言葉の〕住まいの番人である」（GA9, 313）、

あるいは、「詩作は、思索と同じ仕方で、思索と同じ問いに向き合っている」（GA9, 362f.）

などと言われ、「存在の家」としての「言葉」に関わる「詩作」の重要性が指摘されている。

すなわち、「ヒューマニズム書簡」における「哲学＝形而上学」批判の背後には、「哲学＝

形而上学」とは異なる「将来の思索」の可能性を「詩作」に求めるハイデガーの根本的な

態度が存しているのである。  

 

 

第 2 節 哲学と文学をめぐるローティの見通し  

―「哲学は文学のようなものになるのか」  

 

そしてそのように「詩作」に接近するハイデガーの思索は、現代の思想に広範な影響を

与えることになった。ローティによる哲学と文学をめぐる議論も、そのような反響の一つ

として考えられるだろう。ローティはすでに 1970 年代より、デリダからの影響のもと、哲

学を、恒久的な真理を探究する学とみなさずに、文学と同様の「エクリテュール（書かれ

た言葉）」の一つとしてとらえている。哲学は、古代ギリシアにおいて、とりわけプラトン

において、恒常的な知と厳密な数学的論証法への愛によって開始されたが、知のあり方や

論証のあり方が多様となった現代においては、もはや「哲学を、文化のなかで特別な位置

を占め、特別な主題に関わり、なにか特別な方法によって進められるものとして、分離す

ることはできない」3、とローティは言う。それゆえ、現代において「哲学者」と言われる

人々とは、〈プラトン、アウグスティヌス、デカルト、カント、ヘーゲル、フレーゲ、ラッ

セル……などの、特定のジャンルに属する一連の歴史的人物に論評を加えるような人々〉

と言われるしかない。このような状況においてローティは、哲学を、他の文芸と同じよう

に、「エクリテュール（writing）の一種として」4考えることを提唱する5。ローティによれ

ば、ハイデガーは、デリダとともに、真理を求める論証をしたり、真理を示すテーゼを主

張したりしない典型的な哲学者とみなされるのである6。 

                                                           
2 後期への思索の歩みの端緒となった 1934 年の夏学期講義「言葉の本質への問いとしての論理学」

の最後で、ハイデガーは、「根源的な言葉とは詩作の言葉である」（GA38, 170）と述べ、「根源的

な言葉としての詩作」こそが最重要の問題になるということを予告的に言っている。  
3 Richard Rorty, Consequences of Pragmatism (Essays: 1972-1980） , University of Minnesota Press, 1982, pp. 91f. 
4 Ibid., p. 92. 
5 西洋形而上学の原初と終わり、そして別の原初への移行を構想するハイデガーの「存在史的思索」

についても、それは「ヨーロッパ」という人物についての「教養小説（bildungsroman）」のような

ものだとさえ言われる。Richard Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, Cambridge University Press, 1989, pp. 

116f. 
6 Cf. Richard Rorty, Consequences of Pragmatism, p. 93. とはいえ、デリダ自身は、ハイデガーが道具を扱う

「手仕事（Hand-Werk）」を重要視していることに着目し、「語るもの、すなわち、思索するもの

のみが手を持ちうる」（GA 8, 18）と述べるハイデガーのうちに、現前する話し言葉を重視してエ

クリテュールを軽視する「ロゴス中心主義」、「音声中心主義」を見出している。次を参照。ジャ

ック・デリダ、「ハイデガーの手（ゲシュレヒト II）」、藤本一勇訳、『現代思想』第 27 巻第 6 号、

青土社、1999 年、126-147 ページ。  
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そして晩年のローティは、こうした考えをさらに深め、哲学を文学へ至る「過渡的なジ

ャンル」とみなしている。ローティによれば、西洋の知識人たちが救いを求めてきた対象

は、ルネサンス以降、「神」、「哲学」、「文学」という三つの段階を経て変わってきた 7。超越

的な神による救済が期待される一神教の宗教から、事物を真なる仕方で表象する哲学への

移行は、ルネサンスにおいて始まり、哲学から文学への移行は、ヘーゲルとともに始まっ

たとされる8。現代の知識人たちは、真実が確実にとらえられるということをもはや信じな

くなったがゆえに、あるいは、「無限なるもの」が魅力を失い、有限主義が常識となったが

ゆえに9、哲学に救いを求めようとはしなくなったのである。そして人々は、それに代わっ

て、多様な人間のあり方をわれわれに教えてくれる文学に救いを求めるようになる。ロー

ティによれば、この移行は「前進」であり、望ましいものである。  

〈哲学は文学に移行し、文学に解消されるべきものである〉という、このようなローテ

ィによる見通しは、「哲学の終わり」から「詩作」に接近したハイデガーの思索の歩みに共

鳴したものだと言えよう。そして、現代の思想においては、ローティの他にもさまざまな

立場の哲学者によって哲学と文学との関係が問われており、哲学と文学との関わりが、形

而上学後の思索にとっての重要な課題となってきたと言っていいだろう。はたして、ハイ

デガーの「詩作的思索」によって、哲学は文学のようなものになってしまうのだろうか。  

 

 

第 3 節 「いま哲学は何のために」という問い  

 

しかしながら、あらためて考えてみれば、哲学と文学をめぐる問題は、現代において初

めて生じてきた問題というわけではない。むしろ、哲学の誕生と同じほど古くからある主

題である。たとえば、プラトンは、ソクラテスに勧められて、書きためていた詩を焼き捨

てたとされるし10、『国家』においては、哲学的真理を探究するために、真実から遠ざかる

「真似（μίμησις）」という作りごとの言葉を用いる詩人（作家）たちを追放しなければな

らない、と強い口調で断じていた11。そう考えるなら、ハイデガーの詩への接近も、単純に

反形而上学、すなわち、反プラトンという動機からなされているようにも思われるが、は

たしてそうだろうか。また、他方で、ソクラテス自身は、「文芸（μουσική）を作れ」とい

う夢のお告げに対して、当初は哲学こそが最高の文芸であると解して、「知を愛すること」

を貫いていたが、牢獄につながれてからは、ひょっとしたら夢が命じていたのは普通の意

                                                           
7 Cf. Richard Rorty, Philosophy as Cultural Politics, Philosophical Papers, Volume 4, Cambridge University Press, 

2007, pp. 91f. 
8 ローティはすでに 1970 年代から、科学的真理を関心の中心にすえるカント的な哲学とは異なる哲

学的伝統の歩みを、ヘーゲルの『精神現象学』に見ていた。ヘーゲル的な哲学は、真理を、「〈先

人の解釈を再解釈し、それをまた先人の解釈として再解釈し、それをまた……〉という過程の最高

点をなす再解釈として考える」とされている。Richard Rorty, Consequences of Pragmatism, p. 92. 
9 Cf. Richard Rorty, Philosophy as Cultural Politics, p. 88. 
10 次を参照。ディオゲネス・ラエルティオス、『ギリシア哲学者列伝（上）』、加来彰俊訳、岩波

書店、1984 年、第 3 巻第 1 章 5、252-253 ページ。  
11 Cf. Platon, Politeia, 376e-377d, 392c-395c, 595a-597e; プラトン、『国家（上）』、藤沢令夫訳、岩波書

店、1979 年、153-156、193-201 ページ、『国家（下）』、302-310 ページ。  
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味での文芸なのかもしれないと考えて、獄中で盛んに詩を作っていた 12。これはいったい

どういうことなのだろうか。 

いずれにしても、哲学と文学をめぐる問題は、それが真摯に受け止められるならば、哲

学そのもののあり方を問いに付す射程をもつものになるだろう。現代において「哲学の終

わり」を宣告し、哲学と文学とが関わる領域に踏み込んだハイデガーの思索は、哲学のあ

り方そのものを問いに付すことをわれわれに要求していると考えられるのである。それゆ

え、われわれは、「哲学は文学のようなものになるのか」という問いとともに、「いま哲学

は何のために」という哲学することそのものへの問いをも念頭におくことにしたい。この

問いは、理論に対して実践を優先するというようなプラグマティックな考え方にもとづい

て立てられている問いではなく、ハイデガーがヘルダーリーンの詩句に託して「乏しき時

代において詩人は何のために」（IV, 124）13と問うたように、今日の歴史的状況において哲

学すること自身のあり方を問う性格のものである。  

それでは、「いま哲学は何のために」ということ、言い換えるなら、〈現代における哲学

の役割〉とは、どのように考えられるだろうか。これに対する答えとして、さしあたり次

の四つの傾向があるように思われる。  

 

① 諸学問の対象を存在論的に基礎づける。それによって諸学問に確実な地盤を与える。

（形而上学、基礎づけ主義的な哲学など）  

② 諸学問において用いられる概念を明晰なものにする。それによって学問的な議論の

いわば交通整理をする。（言語分析による哲学など）  

③ さまざまな次元での社会的な変革を主導する。（マルクス主義、プラグマティズム、

応用倫理学など）  

④ 人生に「深さ」を与える、あるいは、「楽しみや喜び」を与える。（エクリテュール

あるいは文学としての哲学）  

 

これら四つの傾向は、それぞれ独立したものではなく、さまざまな哲学潮流のなかで入

り組んで考えられるものであろう。たとえば、科学哲学のなかでも、基礎づけ主義的な性

格の強い立場もあるだろうし、②の傾向に役割を限定するもの、あるいは科学者集団のあ

りようの変更を求める③の傾向のものもありうるだろう。ハイデガーの哲学にしても、初

期から 1930 年代初めまでは①の傾向が強かったであろうし、フライブルク大学総長当時に

は③の傾向が前面に出ていたと言えるかもしれない。そして後期の詩作的思索は、……は

たして④の傾向なのだろうか。  

「いま哲学は何のために」―もちろん、この問いに対して、本稿で最終的な答えを見

出すには至らないが、このような問題意識をもってハイデガーの思索を考えてみたい。 

                                                           
12 Cf. Platon, Phaidon, 60c-61b; プラトーン、『ソークラテースの弁明・クリトーン・パイドーン』、田

中美知太郎／池田美恵訳、改版、新潮社、2005 年、136-138 ページ。  
13 以下のヘルダーリーン全集からの引用などは、ローマ数字による巻数表記のあとにページ数をつ

けて示す。 Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke, Historisch-kritische Ausgabe, begonnen durch Norbert v. 

Hellingrath, fortgeführt durch Friedrich Seebass und Ludwig v. Pigenot, 3. Auflage, Berlin: Propyläen-Verlag, 
1943. 
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第 4 節 ハイデガーの詩作的思索の特徴  ―「道」ということ 

 

ハイデガーの「詩作的思索」の試みは 1930 年代半ばから始まったと考えられるが、40 年

代までの時期と戦後の時期では、少し趣きが違っている。すなわち、1930 年代から 40 年代

までの時期には、「唯一的な詩人」（GA75, 37）としてもっぱらヘルダーリーンが取り上げ

られ、そこから「存在史的思索」が練り上げられていったのに対して、戦後には、トラー

クルやゲオルゲなど前の時期においては拒絶されていたような詩人たちも積極的に論じら

れている。本稿においては、このハイデガーの「詩作的思索」の全体を論じるわけにはい

かないので、一つだけ、戦後の詩作的思索において強調される「道」という性格に注目し

てみたい。思索を「道」としてとらえる傾向は、1930 年代においてもすでに見られるが（Cf. 

GA65, 83）、戦後の詩作的思索の代表的論考『言葉への途上』においては、とくにそのこと

が強調されている。 

ハイデガーはまず、近代的な学問が「知への道」を「方法（Methode）」として把握し、

学問自身がその「方法」に奉仕させられているということを指摘する14。「今日の諸学問を

駆り立てている狂ったような競争は、それがどこへ向かっているのか学問自身も分かって

いないが、その競争は、方法とその諸可能性という動因に由来しているのであり、その方

法という動因は高まり、ますます技術に身をさらすものとなっている。」（GA12, 168） 「ヒ

ューマニズム書簡」において「哲学」という名で批判されていた学問のあり方も、「方法」

を重視した学的認識として理解できるものだろう 15。そのような「方法」としての道とは、

定まった規則ややり方に従っていけば、一定の研究成果が得られるような「方途」のよう

なものであろう。  

これに対して、ハイデガーの言う思索の「道」とは、「道を拓いて動かす運動（Be-wëgen, 

Be-wëgung）」として考えられるものである（GA12, 186f., 249）。この言葉は、シュヴァーベ

ン方言の wëgen という語に由来しており、それは、「雪に覆われた野をとおって道を拓いて

いくこと」、つまり、「道をつくり、つくりながら道を用意していくこと」（GA12, 249）を意

味している。すなわち、ハイデガーの言う思索の「道」とは、思索の歩みを進めていくこ

とによってはじめて拓かれるような道であり、われわれの思索の歩みとともに動いていく

ような道である。そしてその道は、それを辿っていけば目的地に苦もなく辿り着けるよう

な、一筋の道ではない。『思索とは何をいうか』では次のように言われている。「われわれ

は途上にある。このことは何を意味しているのか。われわれはなおも、もろもろの道の間

                                                           
14 ガーダマーもまた『真理と方法』において「方法」を批判しているが、それは精神科学における

真理の経験と対比された自然科学的な方法に限定されている。これに対して、ハイデガーの言う「方

法」とは、精神科学をも含めた今日の学問全体を駆り立てている動向のことを意味していると考え

られるだろう。Cf. Hans-Georg Gadamer, Gesammelte Werke, Band 1, 6. Auflage, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul 

Siebeck), 1990, S. 1ff. 
15 「思索をテオーリアとして特徴づけることと認識を「理論的」態度として規定することとは、思

索を「技術的」に解釈することの内部で、すでに起こっている。」（GA9, 314）「〔哲学が自らの

存在を正当化するという〕このことは、哲学が自らを学（Wissenschaft）の地位に高めることによっ

て、もっとも確実になされると、哲学は思っている。しかし、こうした努力は、思索の本質の放棄

である。」（GA9, 314）  



いまフマニスムスを超えるとは（松本啓二朗） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.12 2018 

 

 

39 

（inter vias）、さまざまな道の間にいる。不可避的でそれゆえおそらく唯一の道というもの

は、まだ決定されていない。」（GA8, 50）ハイデガーの思索の道は、それ自身が「迷いのな

かを歩む」（GA13, 91）迷い道なのである。ハイデガーが自らの死の数日前に、自身の全集

の扉に、「もろもろの道であって、諸作品ではない」（GA1, IV）と書き、自らの思索が｢途

上にあること｣、このことを全集が示すように切に望んでいた（GA1, 437）ということから

も、迷い道としての後期の思索の特徴を見てとることができるだろう。  

さらに、根源的な「言葉」のあり方も、「道」として理解されている。『言葉への途上』

においてハイデガーは、トラークルやゲオルゲの詩を解釈しつつ、「言葉」を「世界を動か

し道を拓く言（die Welt-bewëgende Sage）」としてとらえており、それが「言葉の本質」とし

ての「静けさの鳴り響き」だと言っている（GA12, 203f.）。「言葉に特有のものは、道のな

かに隠されているのであり」（GA12, 245）、「道を拓いて動かす運動こそが、言葉（言葉と

いうもの）を言葉（言）として言葉（表明された語）にもたらす」（GA12, 250）とされてい

るのである。また、『思索とは何をいうか』では、道と言葉の連関を示す「道の語（Weg-Wort）」

という特徴的な言葉が使われている。「道の語」とは、思索にとって最重要なものであり、

それを「言うこと自身が、道に跡をつけ、道を拓く」と言われている（GA8, 51）。 

では、なぜ戦後の思索においては、このように、思索の「道」的性格、「途上にある」と

いうことが強調されたのだろうか。それはなにも、なんらかの外的要因によって立場が変

わったということではなく、むしろ、ヘルダーリーンの詩により深く没入することによっ

て引き起こされたのではないだろうか。すなわち、思索の「途上」性格は、「川の流れ」を

詠うヘルダーリーンの詩から出て来るものと思われるのである 16。アルプスの山並みにお

いて雷神によって生み出され、ドイツの国土を築きあげ豊かにするラインであれ、アルプ

スの山並みに沿って東へ流れながらも、あたかも異郷のギリシアから逆流しているかのよ

うに源への近さのうちに留まっているドーナウ（イスター）であれ、川は、源を発し流れ

行くことにその本質がある。川の流れには、「さすらいという本質」（GA53, 35）があるの

である。そして川は、それ自身が道なき地に道を拓くものである（Cf. GA39, 224）。川の流

れは、それ自身が流れることによってその軌道をつくり、それによって土地を豊かにし、

そこでの人間たちの住まいを満ち足りたものにしていくのである。そのような「川の流れ」

にたとえられる詩人は、神々の目配せの言葉を聴き、民の声を詠うためには、本質的に「超
．

人
．
（Übermenschen）」および「下神

．．
（Untergötter）」として（GA39, 166, 174）、どこまでも神々と

人間たちとの「間
・

」にとどまる存在でなければならない（GA4, 46f.; Cf. GA39, 188）。「間」

にあるということは、「途上にある」ということを意味している。  

また、戦後のハイデガーの思索の特徴を示すものとして、スタイルについての多様な試

みに触れることもできるだろう。戦後のハイデガーは、自ら積極的に詩を作って公刊もし

ているし17、三つの「野の道の対話」（1944/45 年）（GA77）、ヘルダーリーンを扱った「夕

                                                           
16 ヘルダーリーンが「川の流れ」について多くの詩を残していることはよく知られている。たとえ

ば、「マイン」（III, 54f.）、「ネッカル」（III, 59f.）、「束縛された川の流れ」（IV, 56）、「ド

ーナウの源にて」（IV, 158-161）、「ライン」（IV, 172-180）、「イスター」（IV, 220-222）など。 
17 公刊された主なものとしては、「思索の経験から」（1947 年）（GA13, 75-86）や「思い」（1970

年）（GA13, 221-224）がある。ハイデガーの詩に対する関心は、「詩作的思索」の試みを始める 1930
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べの国の対話」（1946-48 年）（GA75, 57-196）、日本人との対話というかたちで書かれた「言

葉についての対話から」（1953/54 年）（GA12, 79-146）などの対話形式のものも書いており、

多様なスタイルでの思索を試みている。戦後の最初の活動である「ヒューマニズム書簡」

が、「問い」に対する「答え」という手紙の形式で書かれていることも、このような多様な

スタイルの試みの一つとして考えられるかもしれない。そして、これらの多様なスタイル

の試みも、詩的な言葉についての思索の試み、そして思索の「道」的性格ということから

考えられるように思われる。  

すなわち、まず、情報言語に代表されるような、言葉の意味が確実に「一義性

（Eindeutigkeit）」をもって決定される科学的、技術的な言語に対して 18、言葉の「多義性

（Mehrdeutigkeit）」を確保しようとして、詩的な言葉や対話という形式が試みられているよ

うに思われる。ハイデガーは、「本質的な思索によって真に思索されたこと」は「多義的」

であり、「多義性は、思索が厳密なものであるために、そのなかで動かなければならない固

有な場である」（GA8, 75）と言う。そして、「詩の言葉は本質的に多義的なものであり」（GA12, 

70）、一義的に決定されるものではないということを、積極的な仕方で述べている。また、

対話という形式についても、一義的な理解がなされないものとされ（Cf. GA8, 76）、本来多

義的なものである言葉を、そのものの方から呼びかけられる仕方で聴くことを可能にする

形式だとされる。「言葉から
．．

語ることは、ただ対話としてのみ可能である」（GA12, 141）と

言われるのである。  

そして詩や対話という多様なスタイルはまた、思索の「道」という性格に従って試みら

れたものでもあるだろう。たとえば、ハイデガーの自作詩「思索の経験から」では、高い

樅の木の下をとおる道を歩くことによって現れてくる風景が詠われている（GA13, 75-86）。

思索がまさに道を拓きつつ動いていくさまが描かれていると言っていいだろう。また、対

話篇「野の道の対話」は、まさに道のうえで、「途上で」なされている。登場人物によって

なされる対話は、明確な主張を提示するようなものではなく、語られたことは、問いと答

えの往復のなかで、多義的であいまいなままにおかれている。そのスタイルはまさに、思

索が「途上」にあり、「間」にあるということを際立たせているだろう。  

 

 

第 5 節 哲学は文学のようなものになるのか  
 

以上のようなハイデガーの詩作的思索の「道」的性格を考えるなら、先の問い―「哲

                                                           

年代以前から強かった。後の述懐によれば、学生時代にはすでに、ヘルダーリーンやトラークルの

詩に関心をもっており（Cf. GA12, 88）、ヘリングラートによるヘルダーリーンのピンダロス翻訳の

出版（1910 年）、ヘルダーリーン後期讃歌の出版（1914 年）によって、「地震のように」強烈な影

響を与えられたと述べている（GA12, 172）。また、自らも若い頃（1910-16 年）から詩を作ってお

り、それは今日、全集に収められている（GA13, 5-7; GA81, 3-17）。さらに、1930 年代から晩年に至

るまでの多数の自作詩草稿が残されており、それらも全集第 81 巻に収められている。1910 年代と

1930 年代以降の詩草稿はあるが、ハイデガーが「哲学=形而上学」に専念していた 1920 年代の詩草

稿はない。興味深いことである。  
18 Cf. GA8, 28f., 37; GA12, 150; Martin Heidegger, Überlieferte Sprache und technische Sprache, St. Gallen: Erker-

Verlag, 1989, S. 22f., 25f. 
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学は文学のようなものになるのか」という問いには、どのように答えられるだろうか。学

的な「方法」を拒絶し、思索の「道」的性格を強調すればするほど、文学への接近という

ことが考えられるかもしれない。だが、基本的に、ハイデガーの言う「詩」とは文芸作品

ではなく、それをめぐる思索は文芸学とは違ったものである。ハイデガーは詩の言葉を論

じるにあたって、文芸学的な方法を徹底的に拒絶し、批判している。まず、詩作品を「体

験の表現」ととらえるような考え方を徹底的に排除している。すなわち、一般に詩作とは、

詩人が想像力の助けを借りるなどして外的な世界あるいは内面的に体験したことを、美的

な言葉によって形象化したものととらえられるが、そのような考え方が批判される（Cf. 

GA39, 25-27）。また、詩作品に特有の伝統的な韻律や脚韻についても等閑に付されている。

ハイデガーが重要視する後期ヘルダーリーンの讃歌のほとんどが韻律や脚韻のない自由律

で作られていることが、それを示しているだろう。さらに、詩人についての伝記的な事柄

や作品の時代背景などを歴史学的に考察することも拒まれている。たとえばヘルダーリー

ンという詩人を論じるとしても、それは、ヘルダーリーンの人生と作品とを歴史学的に研

究して、「正しい」ヘルダーリーン像や「決定的な」ヘルダーリーン像を提示しようとして

ではない（GA52, 2）。そもそも歴史学的な考察は、考察対象をすべて等しく価値あるもの

として均等化してしまい、そこにおいては真の偉大さのようなものは考えられないと言わ

れるのである（Cf. GA75, 35）。このように、ハイデガーは、文芸学的あるいは文学的な関

心にもとづいて、詩作を研究対象として扱っているのではない。  

このようなことを考えれば、先の「哲学は文学のようなものになるのか」という問いに

対しては、さしあたり次のように答えられるかもしれない。すなわち、〈ハイデガーの問題

にしている「思索」や「詩作」は、存在すらをも与えるような「固有なものとしての生起

（Ereignis）」や「言（Sage）」という根源的な次元で考えられるようなものである。それに

対して、「哲学」や「文学」とは、西洋形而上学のなかで成立してきた概念区分に従って考

えられる領域であり、ハイデガーにとっては「哲学」も「文学」も「形而上学」的なもの

として把握されるものである 19。ハイデガーの詩作的思索は、そうした形而上学的思索の

根源を問題にしているのだ〉、というように。  

しかし、表面的にはこのような答えができるとしても、はたしてこれでこの問題に十分

に応答していると言えるのだろうか。さらにわれわれは、詩作的思索を進めるハイデガー

自身の歴史意識、時代意識のようなものを考える必要があるのではないだろうか。ハイデ

ガーは、「ヘルダーリーンの詩作はわれわれにとって運命である」（GA4, 195）と言う。ハ

イデガーの詩作的思索の歩みは、無時代的なものではなく、それが「乏しき時代」のなか

で行われているという徹底的な自覚がある。そしてその「乏しき時代」とは、「技術」的な

支配が地の全体を覆っている時代である（Cf. GA75, 351）。その時代においては、ヘルダー

リーンが詠っているような「詩の地と天は消え失せてしまい」、「地と天、人間と神の終わ

りなき関わりは破壊されてしまったように見える」（GA4, 176）と言われている。また、ハ

                                                           
19 「根源的な言うこと（Sagen）」に属する思索と詩作に対して、文学は、科学と同様に、西洋形而

上学に規定された「近代的な世界時代」に属していると、ハイデガー自身が論じている（GA8, 138-

140）。  
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イデガーがヘルダーリーン以外の詩人たちを論じるときにも、同様のことが考えられてい

る。『言葉への途上』のゲオルゲ論においても、詩人が詠う「物」と、スプートニクのよう

な「世界」なき世界（宇宙）空間を飛び回る「物」とは同じなのか、違うのかということ

が問われ、あらためて「詩人たちは何のために」ということが問いただされている（GA12, 

154f.）。 

そして、このような技術時代の思索ということをわれわれ自身が真摯に受け止めるなら

ば、もしかすると先の「哲学」と「文学」をめぐる問いも、先ほどとは別様な仕方で考え

られるかもしれない。ハイデガーの言う「技術」の本質とは、狭い意味での科学技術にと

どまらず、社会制度などの人間的な事象も含めて一切のものが、「用立てられるもの」とし

て駆り立てられるような全体的な動向である。先に「方法」ということに関して、今日の

学問全体が「狂ったような競争」のうちにあるということが言われたが、そのような「方

法」による競争もまた、そうした「技術」の本質によってもたらされていると言える。こ

のような「技術」の支配が、われわれの属している今日の「大学」という場所にも及んで

いることは言うまでもない。徹底的に技術的思考が浸透している大学の内部で、われわれ

はいかにして「思索する」ことができるのか。このようなことを考えれば、〈古典的なテク

ストを読み、解釈する〉という営みのうちに固有な活動の場があるという点において、「哲

学」と「文学」は、技術的思考に従った研究活動と異なった、共同の歩みをなすことがで

きるかもしれない。すなわち、〈古典を読むこと〉によって拓かれる、広い意味での「教養

教育」ということにおいては、「哲学」と「文学」は、両者の垣根にこだわらずに、大学の

なかで積極的に協調していくことができるのかもしれない 20。 

しかしそうは言っても、それは、古典研究をとおして普遍的な人間性を陶冶しようとす

る「人文主義（Humanismus）」を復権させるということではない。ハイデガーの「ヒューマ

ニズムを超えて」という表現は、同時に、「フマニスムス（人文主義）を超えて」という意

味をも含んでいる。ハイデガー自身が「ヒューマニズム書簡」においてはっきりと言って

いる。「思索が、テクネーとして、教養の道具として、それゆえ学校の事業として、のちに

は文化事業として認められる」ということは、思索の「終わり」を意味している（GA9, 317）。

すなわち、ハイデガーは、「教養」「学校」「文化」といった人文主義的なものをすべて「技

術」的な事柄とみなして、拒絶しているのである 21。 

それならば、われわれに残された道とは、どのようなものだろうか。最後にあらためて、

「いま哲学は何のために」というもう一つの問いについて考えてみたい。「いま哲学は何の

ために」の「いま」とは、さしあたり現代の「技術」支配の時代を意味していると考えら

れるだろう。そのような「現代」における哲学の役割とは、どのように考えられるだろう

か。先に挙げた④の〈人生に「深さ」を与える、あるいは、「楽しみや喜び」を与える〉と

                                                           
20 この問題をもはやここで詳しく論じることはできない。関連する事柄を論じた次の拙論を参照さ

れたい。松本啓二朗、「哲学史と教養  ―古典を読むこと」、松本啓二朗／戸田剛文（編）、『哲

学するのになぜ哲学史を学ぶのか』、京都大学学術出版会、2012 年、9-41 ページ。 
21 ヘルダーリーンについては、「「人文主義」には属していない」と言われ、それは、「ヘルダー

リーンが、人間の本質の歴史的運命を、「人文主義」がしうるよりもいっそう原初的に思索してい

るから」だと言われている（GA9, 320）。  
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いうような役割なのだろうか。ハイデガーが、「危険のあるところに、救うものもまた育つ」

（IV, 190, 199）というヘルダーリーンの詩句をくり返し引用していることを考慮に入れる

なら、それに加えて、もしかしたら「救い」という要素も考えられるかもしれない。だが、

ハイデガーが求めていたものが「救い」だったとしても、それは、信仰をもつ者が自身の

「救い」を求めるように、詩作的思索をする者個人が「救い」を求めるということではな

い。ハイデガーがヘルダーリーンの詩句をとおして考えていた「救い」とは、個人の「救

い」ならぬ「人間」あるいは「民」の「救い」22、しかも歴史的な運命としての「救い」で

あった。もしハイデガーの詩作的思索において「人間」ということが考えられるとしたな

ら、それは「教養」において求められる「人間性」ではなく、歴史的な運命としての「救

い」の次元で考えられる「人間」であるだろう。だが、そのはっきりとした姿を、いまわ

れわれは眼差しのうちに収めてはいない。  

では、将来の思索のために、われわれには何ができるだろうか。現代の技術支配の時代

において、ハイデガーの詩作的思索がわれわれに示唆することは、いかなることなのだろ

うか。ハイデガーはさまざまな箇所でくり返し、詩の言葉を「聴くこと」が重要だと言っ

ている。「詩作する」とは「まず聴くことである」（GA12, 66f.）と言われたり、「詩を聴く

ことによって、詩作に従って思索することになる。そのような仕方でこそ、詩作と思索は

存在する
．．．．

」（GA12, 224）と言われたり、さらには、「くり返し聴くことによって、われわれ

はよりいっそう聴く者になる」（GA4, 196）などと言われている。ハイデガーが自らの埋葬

のさいに、墓前でヘルダーリーンの詩を朗読させたのも、もしかすると、死してなおヘル

ダーリーンの詩の言葉を聴こうとしていたのかもしれない 23。おそらくそうであろう。ハ

イデガーは、自らの思索の道において、真剣にヘルダーリーンの言葉を聴いていた。まさ

に「道の語（Weg-Wort）」として聴いていた。そう考えるべきだろう。  

そして、ハイデガーの詩作的思索は、われわれ自身にも「聴くこと」を求めていると考

えることができるのではないだろうか。もちろん、われわれは、ハイデガーとまったく同

じ「状況」にいるわけではない。「技術」支配の時代という点においては同じだとしても、

属している歴史的状況は異なっている。われわれは、現代の日本という状況において「思

索と詩作」を問題にしているし、そのなかでしか「聴くこと」をなしえない。われわれは

先に、思索の「道」的性格、「途上」的性格を確認したが、目指されるべきなのは、そうし

たことをただ理解し納得することではなく、われわれ自身が、われわれの思索にとっての

「道の語」を聴き、自ら道を拓き歩むことである。ハイデガーの詩作的思索がわれわれに

求めているのは、そうしたことなのではないだろうか 24。 

 

                                                           
22 ローティは、西洋の知識人が「哲学」に代わっていまや「文学」に「救い（ redemption）」を求め

ているという見通しを示していたが、その「救い」を「個人的で私的な事柄」として考えている。
Cf. Richard Rorty, Philosophy as Cultural Politics, pp. 91f., 102. 

23 ハイデガーは、死を前にして、毎日ヘルダーリーンを読んでいたという。Cf. Günther Neske (Hrsg.), 

Erinnerung an Martin Heidegger, Pfullingen: Verlag Günther Neske, 1977, S. 57f. 
24 本稿は次の拙論と重複する部分があることをお断りしておく。「ハイデガーにおける思索と詩作

―哲学は文学に解消されてしまうのか」、『大阪教育大学紀要 人文社会科学・自然科学』第 66

巻、大阪教育大学、2018 年、119-135 ページ。 
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Keijiro MATSUMOTO 

Was bedeutet es heute, über den Humanismus hinaus zu gehen? 
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チンパンジー研究からヒューマニズムを考える 

 

松沢 哲郎（京都大学） 

 

 

１、はじめに 

 

チンパンジーのアイをパートナーにした研究を続けています。アイが霊長類研究所にや

ってきたのは 1977 年 11 月なので今年で 40 年目になります。チンパンジーを深く知ること

で、「人間とは何か」という問いについて考えてきました。 

ハイデガー・フォーラム、統一テーマ：「ヒューマニズムについて/を超えて」のもとで、

私見を述べる機会をいただきました。曰く、〈「理性的動物」という人間観を招来した形而

上学と対決し、「ヒューマニズム無き人間性」を説くハイデガーの思索はその際、はたして

―またどのような意味で―有意義なのか。こうした問いを人文系諸分野と協同して考

察しつつ、今日における「人間らしい人間（homo humanus）」の再生（ルネッサンス）を

究尋することが、今回大会の課題である。〉と理解しています。 

学問するなかでひとつ明確になったことがあります。それは「心が進化する」というこ

とです。人間のからだと同様に、脳や心も進化の産物です。しかし、骨や歯のように化石

としては残りません。新しいアプローチが必要です。人間とそれ以外の動物との比較から、

人間の心の進化をあとづけるために、最も近縁なチンパンジーと人間の比較研究をおこな

ってきました。チンパンジーを知ることが、人間を知ることにつながると考えました。 

両者のゲノム（全遺伝情報）は、約 98.8％同じです。約 1.2％の違いしかありません。共

通祖先は 500‐700 万年前にいたと推定されています。両者に同じものがあればそれは共通

祖先に由来し、違うものがあればそれは共通祖先から分岐して独自に進化した過程で獲得

されたと考えられます。人間をそれ以外の動物たちと比較することで心の進化を探る「比

較認知科学」と称する学問です。比較認知科学は、霊長類学を父として、心理学を母とし

て生まれた新しい研究分野です。では、チンパンジーの研究から何がわかったのでしょう

か。自分自身がこれまでに主導した研究成果を大胆に 3 点にまとめてみました。 

第 1 に、チンパンジーには人間よりも優れた記憶能力があることを発見しました。コン

ピューター利用の認知実験という手法をチンパンジーで確立した成果です。モニター画面

のでたらめな場所に 1 から 9 までの数字が出てきます。1 を指で触ると 2 から 9 までのす

べてが白い四角形に置き換わります。その四角形を、2 があったところ、3 があったところ

…と順番に触れば正解です。一瞬見ただけで、どの数字がどこにあるか、若いチンパンジ

ーは記憶できます。ぜひ、HP で確認してください。http://langint.pri.kyoto-u.ac.jp/ai/。これ

まで、人間こそがすべての動物のなかで最も高い知性をもっていると信じられてきました。

だから、チンパンジーが絵を描く、道具を使う、手話で意思を伝えるとしても、そう驚く

ことはありません。しかし、「チンパンジーはできるが人間にはできない、彼らのほうが人
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間より優れている。」そうしたものを初めて見つけたことになります。人間中心的な世界観

への決別になりました。 

第 2 に、チンパンジーに石器を使う文化があることを発見しました。西アフリカ・ギニ

アのボッソウのチンパンジーは一組の石をハンマーと台にして、硬いアブラヤシの種を叩

き割って中の核を取り出して食べます。4‐5 歳になって初めて石器を使えるようになりま

す。そこには「教えない教育・見習う学習」と呼べるチンパンジー流の教育法があります。 

親は手本を示すだけです。ほっておいても子は親をまねる。親と同じようにしたいとい

う強い動機づけがある。そして、子からの働きかけを親は寛容に受けとめます。そうして

親から子の世代へと引き継がれる文化的伝統のあることがわかりました。 

第 3 は、人間がもつ想像するちからの発見です。チンパンジーの子どもの心はヒトの子

どもと同様に育っていくことがわかりました。違いもあります。チンパンジーは、一瞬で

数字を記憶することにはたけていますが、目の前にない物に思いをはせることは苦手です。

ことばの学習が難しい。ことばと、それが指し示すもののあいだをつなぐには、想像する

ちからが必要だからです。人間はその進化の過程で、短期的な記憶能力を失い、そのかわ

りに想像するちからやことばの能力を獲得してきたと考えられます。そして親子やなかま

とともに暮らすなかで、思いやり、分かち合い、慈しむ心をはぐくんできたのです。 

チンパンジー研究を通して見えてきた、人間の心の進化についてお話しさせていただき

ました。霊長類学という学問はサルの研究と思われがちですが、それだけではありません。

そもそも「人間とは何か」を問うことから生まれてきた学問です。拙著『想像するちから』

（岩波書店、2011 年）を参照いただければ幸いです。 

発表原稿をもとに、ハイデガー・フォーラムへの寄稿を求められました。そこで、上述

した研究成果を通じて、自分なりに感得した 4 つの仮説に焦点をしぼって詳述したいと思

います。つまり、「人間の進化の過程で 4 つの手から 2 本の足ができた」、「あかんぼうのと

るあおむけの姿勢が人間を進化させた」、「チンパンジー流の教えない教育・見習う学習」、

「瞬間記憶と言語のトレードオフ仮説」です。それでは順をおって説明します。 

 

 

２、4 つの手から 2 本の足ができた 

 

霊長類の共通祖先のなかから人間が進化する過程で、4 本の手から 2 本の足ができまし

た。「霊長類の樹上ニッチ仮説」と称するものを紹介します。どうしてこれほど自明なもの

が指摘されずにきたのか不思議に思います。一方で、「4 つ足の動物が立ち上がるようにな

って人間は 2 本の手を獲得した」というまことしやかな説がいまだに横行しています。そ

れはまちがいです。霊長類学者から見ればきわめて自明な、「4 つの手から 2 本の足ができ

た」という人間の進化の道筋を説明します。 

ウマやイヌやネコやネズミに代表される地上性の哺乳類を祖先として、空に広がったコ

ウモリ類、水に潜ったイルカ・クジラ類、そして樹上に住みかをもとめた霊長類（人間を

含めたサルのなかま）がいます。 
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樹上というニッチ（生態学的な環境）は、おもしろいですね。地上ではありません。も

ちろん空でもない。水中でもない。木の上です。へたをすると地上に落下してしまいます。

逆にいうと、ふつうの地上性の 4 足の動物はそうかんたんに木には登れません。樹上は、

ライオンやヒョウといった肉食獣がかんたんには登ってくることができない安全な住みか

となります。その霊長類のなかで、進化の過程でさまざまな種類のサルが生まれました。 

わたくしはこれまで、ヒト、チンパンジー、ゴリラ、オランウータンというヒト科に属

する生き物を主に比較してきました。ニホンザルやキンシコウというオナガザル科のサル

（旧世界ザル）の生態も見ています。昨年 2017 年に中国の西安に行ってきました。キンシ

コウという孫悟空のモデルという説もあるサルの調査です。金色の毛で覆われています。

同じキンシコウ属ですが、雲南キンシコウの調査もしています。黒と白の二色の毛の色で

す。ニホンザルはマカカ属というグループに属していて、ここにはアカゲザル、カニクイ

ザル、ベニガオザルなどがいます。これらはアジアやアフリカという旧世界に分布してい

るため、旧世界ザルとくくられます。さらには南米アマゾンに暮らす新世界ザルも野生で

見てきました。リスザル、ウーリーモンキー、ウアカリ、ホエザルといったサルです。 

こうして、霊長類を広く野生で見て、人間との比較の範囲をチンパンジーから霊長類全

体に広げつつあります。さらに研究対象をウマに広げてきました。哺乳類のなかでどう霊

長類は進化し、その霊長類のなかで人間はどう進化してきたのかを考えています。 

霊長類という動物の分類群をひとことでまとめてみます。人間を中心に眺めると、ヒト、

大型類人猿、テナガザル類（小型類人猿）、旧世界ザル、新世界ザル、原猿、というのが霊

長類の分類です。 

哺乳類の共通祖先から霊長類が生まれました。では霊長類はどういう特徴をもつか。 

第 1 に、サルのなかまの特徴は手があることです。物を握る手がある。ウマのひづめや

イヌの足では物を握れません。四肢、すなわち 4 本の脚の末端が「手」の形になっていま

す。四肢の末端の「手」で物を握ることができる。これは樹上生活への適応です。多くの

ばあい親指と残りの 4 本の指が向き合って、握れるようになっています。 

第 2 の特徴として、目が顔の前についています。ウマの目は顔の横についていて、頭の

後ろのほうまで見えます。ポルトガルの野生馬には天敵としてオオカミがいます。忍び寄

るオオカミの姿をとらえやすいように、ぐるりとあたり一面を見渡せるような目をしてい

ます。 

サルのなかまは樹上で暮らしています。木から木へと飛び移るには目が重要です。しか

も進行方向をよく見て距離を測って飛び移る必要があります。だから、ウマのように顔の

横ではなくて、顔の前面に目があります。奥行立体視といって、ふたつの目が左右に並ん

でいると、わずかな視差が生まれます。映像のずれですね。その視差によって奥行き感が

生まれます。奥行き感は、自分の場所から飛び移る枝までの距離を正確に教えてくれます。

ウマのように左右の目が横を向いていると、正面で重なる部分が少ないので、正確な奥行

き感は生まれません。 

第 3 の特徴は、同じ目の機能ですが色の感覚です。色覚がある。霊長類は昼行性、つま

り明るいときに動くので色覚を獲得しました。哺乳類は基本的に色覚がありません。ウマ
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やイヌにはない。それは共通祖先に由来しています。共通祖先は夜行性の小動物で、暗闇

では色がわかりません。 

では、その霊長類の共通祖先から人間はどのように進化してきたのでしょうか。人間は

霊長類すなわちサルのなかまですから、物を握れる手がある。そして目が顔の前のほうに

ついていて奥行立体視ができる。そして色覚もあります。では、霊長類のなかで人間はど

ういう特徴をもつかを考えてみます。 

まず第 1 として、サルのなかまのなかで人間が際立っているのは、直立 2 足歩行です。

オランウータンは直立すると背筋がぴんと伸びたきれいな直立姿勢をとります。でも、ほ

とんどつねに樹上にいて、めったに地上に降りません。地上ですっくと 2 足で立ち上がり

ますが、そのまま歩くということはなくて、歩くときにはふつうは 4 足になります。チン

パンジーは、それなりに直立した姿勢をとります。10 メートルほどならすたすたと歩きま

す。でもずっと 2 足で歩き続けるということはありません。 

人間はずっと直立したまま 2 足で歩き続けます。「直立 2 足歩行が常態化している」と表

現します。ただ、ここで注意しておきたいのは、直立姿勢そのものは、人間がサル類の共

通祖先から引き継いだものだ、ということです。木に登るためには体幹が直立している必

要があります。座った姿勢のときに、後肢に体重がかかって、体幹が直立しています。 

霊長類だから体幹が直立している。樹上に暮らすから 4 つの足が 4 本の手になった。こ

うもりの手足が翼になり、クジラやイルカのそれがひれになったように、地上性の 4 つの

足が、樹上では 4 つの手になったのです。その霊長類のなかから、森を出てサバンナに進

出し、地上を長距離歩くようになったのが人間です。4 つの足が 4 つの手になり、その 4 つ

の手から 2 本の足ができました。 

この項目を締めくくるにあたり、「ヒト科 4 属」について説明します。人間という特別な

生き物がいるわけではありません。すべての生き物がそれぞれユニークで、特別な存在で

す。ヒト科ヒト属ヒトとよくいいますが、ヒト科は 4 属です。ヒト科ヒト属、ヒト科チン

パンジー属、ヒト科ゴリラ属、ヒト科オランウータン属です。 

ヒトとチンパンジーとゴリラとオランウータンに共通する特徴は、体が大きくて、尻尾

がない、ということです。あまり意識されませんが、チンパンジーに尻尾はありません。

ゴリラにもありません。オランウータンにもない。人間にもありません。いわゆるサルに

は尻尾があります。ニホンザルは、短いですが、あります。ニホンザル、アカゲザル、ヒ

ヒ、リスザル……とサルを思い浮かべてみるとみな尻尾があります。でもヒト科のサルに

は尻尾がありません。尻尾がない、大型のサル、それがヒト科です。 

重要なこととして、生物学上の分類だけではなく、日本の法律上もヒト科は 4 属です。

たとえば、「種の保存法」とか「動物愛護法」と略称される法律には、「〇〇という動物は

たいせつにしましょう」というようなことが書かれています。法律ですから、法の定める

対象が厳密に記載されています。つまり、付表と呼ばれるものがあって、法律の最後に、

法の適用対象になる動物名が記載されています。そこに「ヒト科チンパンジー属」と書い

てあります。「ヒト科ゴリラ属」「ヒト科オランウータン属」と書いてある。ヒト科は 4 属

です。ぜひそのことを深く心に留めてください。 
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３、あおむけの姿勢が人間を進化させた  

 

人間のあかんぼうのとるあおむけ姿勢が人間を進化させた。「仰向け進化説」を唱えてい

ます。「うつぶせ」に対して「あおむけ」、そのあおむけ姿勢のことです。 

あまり一般に意識されませんが、生まれたばかりのときから、母親とあかんぼうが離れ

ていて、あかんぼうがあおむけに寝ている、そうしたサルはいません。人間だけです。チ

ンパンジーもあおむけに寝ますが、あかんぼうがそうすることはありません。ひとりであ

おむけに寝ないのです。いつも母親が胸に抱いています。母子がいつもくっついている。

そもそも木の上で過ごす時間も多いので、地面と違ってあかんぼうはあおむけにはなれま

せん。 

約 500 種類いる霊長類つまりサルのなかまを見渡してみましょう。共通祖先に近いとい

われる原猿類では、その一部で、子どもを置いて親が離れて採食する、食べ物を探しに行

く、ということが知られています。つまり母子が離れている。密着していません。 

そもそも哺乳類の共通祖先は、地上性の夜行性の小型の動物でした。今のネズミのよう

な姿です。地上に暮らしていますから、産み落とす、というかたちの出産で不都合はあり

ません。ウマやウシなどの出産シーンを思い浮かべてみてください。産み落とします。そ

して親子は、近くにはいますが離れています。密着していません。 

ところが霊長類は樹上に生活の場を求めた哺乳類です。したがって、子どもを産み落と

してはいけません。産むと同時に子どもが親にしがみつきます。樹上で、母子がいつも密

着しています。人間を含めた霊長類において、母子の密着のかたちは 3 通りです。 

第 1 のかたちは、子どもが親にしがみつく。親は抱きません。原猿類のワオキツネザル

や、新世界ザルのリスザルやオマキザルのように、子どもが親にしがみつきます。親の背

中に乗る。母親は抱きません。子どもがしがみつく。体毛がありますから、その毛をつか

みます。毛をつかむ、というと痛そうに思うかもしれませんね。でも痛くありません。試

しに自分で自分の頭髪をつかんでみてください。どうですか？ 痛くないですよね。 

第 2 のかたちは、子どもが親にしがみつき、親も子どもを抱きます。旧世界ザルである

ニホンザルがその例です。ニホンザルが 4 足ですたすたと歩くとき、あかんぼうはその胸

にしがみついています。子がしがみつくだけで、親は手を添えません。しかし、立ち止ま

って、体幹つまり胴体を直立させて座ったときには手が自由になるので、その手でそっと

あかんぼうの背中を支えるようなしぐさをします。親が子どもの背中に手を添える、抱く、

というかたちになります。やがて、生後半年くらいには、ニホンザルのあかんぼうは自分

のちからで母親の背中に乗るようになります。チンパンジーもこうして子どもを抱きます。

ただし、新生児の握るちからが弱いので、ニホンザル以上に母親からの支援が必要です。

つねに片手を添えた状態、つまり親が子どもを抱いています。 

第 3 のかたちは、子どもは親にまったくしがみつかないで、親が子どもを抱く。これが、

まさに人間です。 

こうしてニホンザル、チンパンジー、ヒトと並べてみると、共通祖先からどう人間が進

化してきたかを、ある程度、推測できます。さきほど述べたように、チンパンジーは、ニ
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ホンザルと人間の中間の親子のかたちを見せてくれます。ニホンザルのあかんぼうは 4 本

の手足でしっかりと母親をつかみます。チンパンジーは 2 本の手ではつかむが、足のほう

はちからが足りない。あかんぼうは自力で母親にしがみつくのですがちからがじゅうぶん

ではない。すると、母親はそっと手を添えます。母親が片手をいつもあかんぼうの背中に

回して、両足ともう一方の手をついて 3 足で歩きます。 

霊長類の共通の特徴として、移動するときも、停止しているときも、基本的には親子が

密着していることは変わりません。しかし人間のばあいは停止すると、そこは大地ですか

ら、地面の上に子どもを置くことができます。人間のあかんぼうは、通常は、あおむけの

姿勢に置かれます。ほかのサル類は、基本は樹上の暮らしですから、子どもを枝の上にそ

もそも放置できません。地上の暮らしに移行した人間においてのみ、「密着しない親子関係」

ができました。 

おそらく、からだは密着していないが、心で密着するという、ユニークな親子関係が人

間で生まれたのではないでしょうか。親子は密着する必要がある。でもからだは密着して

いない。だから心で密着する。それが、「あおむけに寝て安定している」という人間のあか

んぼう特有の姿勢にあらわれていると考えました。 

あおむけ姿勢がなぜ重要なのでしょう。3 つの点が、指摘できると思います。①母子が

まなざしと微笑みを交わすこと、②母子が声を交わすこと、③子どもが自由な手で物を扱

うことです。順をおって詳しく説明しましょう。 

第 1 に、まなざしと微笑みを交わす。 

あおむけ姿勢の第 1 の意義は、まなざしと微笑みを交わすことだと考えています。顔と

顔があう。チンパンジーのばあいのように、母親が子どもを胸に抱き続けているとしまし

ょう。顔と顔をあわせるのはたやすくはない。子どもを胸から離せば、なんとか顔と顔を

あわせることはできますが、子どもは母親からひきはがされるような動きをいやがります。

母親の胸に密着しているのが心地よいからです。 

新生児期には、あかんぼうが自発的に示す微笑の存在が知られています。微笑とは、唇

を横にひいて口角を引き上げます。ニッという表情です。 

ここでいう新生児つまり生まれたてのあかんぼうとは、人間のばあい、通常は誕生から

生後 1 か月までの時期をさします。この間、とくに最初の 2 週間くらいに新生児微笑とか

自発的微笑と呼ばれる微笑みが見られます。生まれたばかりのあかんぼうがニッと笑う。

特別な理由もなく笑います。声をたてない笑顔だけなので、「笑い」ではなくて「微笑み」

ですね。あかんぼうの耳元で音をたてたり、がたっとベッドをゆすぶったりしても微笑み

ます。あはは、と声にだして笑うのではなくて、ニッと微笑みます。人間のあかんぼうは

微笑むように生まれつきできている、と言えるでしょう。 

新生児期の自発的微笑の重要な点は、目が閉じているということです。目を閉じて、ニ

ッと微笑む。親としては、あかんぼうが微笑むとついこちらも微笑んでしまいます。でも

よく考えてみると、この微笑みは、特定のだれかに向けているわけではありません。目を

閉じているからです。 

生後 3 か月くらいになると、あかんぼうは目を開けて相手の目を見ながらニコッという
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感じで微笑みます。目を開けて、相手の顔をしっかりと見ながら微笑みます。可愛いです

ね。おとなと同じ微笑みです。そのころ新生児期に特有の自発的微笑はほとんど消えてい

きます。そして社会的微笑が始まる。2 つの種類の微笑が交替する。おおまかにはそう理

解できます。 

繰り返しますが、生まれながらにして、人間は微笑むようにできています。ただし、わ

れわれの研究から、チンパンジーでもじつは新生児期に特有な自発的微笑のあることがみ

つかりました。さらには、ニホンザルでも同様に新生児微笑と呼べるような表情がみつか

りました。微笑の進化的起源は古いのかもしれません。 

第 2 に、声を交わす。 

あおむけ姿勢の第 2 の意義は、声を交わすことです。 

声を出して母親や周囲のおとなとコンタクトをします。それは人間の母子に特有です。

なぜなら母子が離れているからです。ニホンザルの母子をずっと見ていても、親子で声を

交わすことはありません。チンパンジーの母子もそうです。ゴリラもオランウータンもそ

うです。母親は子どもに呼びかけません。なぜなら母子はいつもぴったりと寄り添ってい

るからです。 

人間以外のサル類の子どもも、不快なときにクックッと小さな声を出したり、非常に不

快なときにギャアギャアと聞こえる悲鳴を上げたりすることはあります。すると母親がす

ぐそれに対応する。しかし親子で声を交わすということはありません。 

一般に意識されませんが、いわゆる夜泣きをするのは人間だけです。あかんぼうが夜に

泣く。泣いて母親を呼びます。チンパンジーのあかんぼうはけっして夜泣きをしません。

夜泣きをする必要もない。なぜなら母親はいつもそこにいるからです。それに対して、人

間の母子は、物理的に離れています。したがって声に出して相手を呼ぶ必要があります。

あかんぼうが泣く。母親も、すぐには行けないので、「〇〇ちゃん待っててね、すぐに行く

からね」と声をかけるでしょう。相手がその意味を理解しているかはともかく、声をかけ

あう親子関係があります。こうした声のやりとりが、やがて発話すなわちことばになって

いくと考えられます。 

実際に、人間のばあい、生後 2 か月くらいになると、あおむけに寝てごきげんのよいと

きに、アー、ウーと、長くひき伸ばした声をさかんに発するようになります。喃語（なん

ご）と呼ばれるものです。それに対して、母親もマザリーズ（母親語）で答えます。マザ

リーズの特徴は、子どもの声の高さにあわせて高い声で、抑揚をつけて語りかけるところ

にあります。こうして、離れているからこそ、親子のあいだで声のやりとりがある。 

あおむけの姿勢のあかんぼうが母親と声を交わす。このこと自体がほかのサル類や、ほ

かの動物には見られない、きわめて人間的な行動だと言えるでしょう。 

第 3 に、手で物を扱う。 

あおむけ姿勢の第 3 の意義は、自由な手で物を扱うことです。何度も繰り返しますが、

人間は 2 足で立ち上がって手が自由になったのではありません。とてもだいじなことです

から、人間のあかんぼうがあおむけに寝ている姿を想像してみてください。背中が体重を

支えてくれている。だから生まれたときから人間の手は自由なのです。 
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その自由な手で物を握ります。つかみます。ガラガラを握る。おしゃぶりを握る。そし

て口を介して片手からもう一方の手へと物を持ちかえます。こうして自由に物を扱えるこ

とが、やがてさまざまな道具使用をする基盤になっていると考えられます。 

重要なことなので何度も何度も繰り返しますが、人間の手は、生まれながらにして自由

です。あおむけに寝て、体重が背中を支えているので、手が姿勢を支える役割から自由に

なりました。また、母親とあかんぼうの関係が変わって、母親にしがみついている必要も

なくなったので、手が自由になりました。進化の過程で直立 2 足歩行を始めたら手が自由

になったわけではありません。母親から離れ、あおむけ姿勢で安定していられるから手が

自由になったのです。 

その手でさまざまに物を扱い、それがやがて道具になります。もうひとつ重要なのは手

振りです。身振り手振り。手指の動きが心の動きをあらわすサインになりえます。指差し

が好例でしょう。人間のように、人差し指をぴんと伸ばして外界を指し示すサルはいませ

ん。チンパンジーやオランウータンでも指差しに似た機能は知られていますが、基本的に

は手差しです。手の全体で方向を示す。それに対して、人間の手は個々の指が独立して、

身振りコミュニケーションの重要な担い手になっています。 

 

 

４、チンパンジーの教えない教育・見習う学習  

 

人間を特徴づけるものとして、それぞれの地域や民族に固有な、世代を超えて引き継が

れる文化があります。文化はなぜ、どのようにして生まれるのでしょうか。チンパンジー

に見られる「文化」の研究を通して、人間の文化について考えました。知識や技術や価値

といったものはどのようにして生まれ、世代を超えて継承され、コミュニティーの中に蓄

積されていくのでしょうか。とりわけ、文化の継承における教育の役割について考えます。

遺伝子によって生得的に引き継がれるものに対して、学習や教育を通じて世代を超えて引

き継がれるものが文化だからです。 

チンパンジーには、「教えない教育・見習う学習」と名づけた教育法があります。 

石器使用の文化の研究から見えてきた理解です。ボッソウの野生チンパンジーは、一組

の石をハンマーと台にして、アブラヤシの硬い種を叩き割って、中の核を取り出して食べ

ます。石器を使うチンパンジーです。この石器使用は文化的な伝統です。なぜならボッソ

ウにしか見られないからです。チンパンジーは、アフリカの東から西まで、赤道直下の熱

帯林とその周辺のサバンナに広く分布しています。しかし、ボッソウのチンパンジーだけ

しか、この一組の石でヤシの種を割ることをしません。人間と同様にチンパンジーにも、

その地域にしか見られない、道具を使う文化がある。そうした発見のさきがけとなりまし

た。 

チンパンジーの道具使用にも、地域ごとに異なる文化的な伝統があることがわかりまし

た。ボッソウで見た石器使用がどれだけ広がっているのか。近隣の群れを見に行きました。 

結論だけ言えば、ニンバ山には、アブラヤシの種を石で叩き割るチンパンジーはいません
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でした。ボッソウだけの文化だということがわかりました。 

ただし、ニンバ山の南東部のイヤレ村近くの森のチンパンジーたちは、クーラつまりク

ーラ・エデュリスという学名の種を石で叩き割ることが見つかりました。石器は使うので

すが、叩き割る標的になる種が違うのです。クーラの種を叩き割るとなかから核が出てき

ます。それはマカデミアナッツに似た爽やかな味がします。 

ボッソウの東に位置するニンバ山の広域調査をしたあと、1999 年に初めて、西に位置す

るディエケの森に行きました。ディエケは深い大きな森です。ここのチンパンジーは、ア

ブラヤシでもクーラでもなく、パンダつまりパンダ・オレオーサという学名の植物の種を

割っていました。使う石器もちょっと変わっています。ハンマーと台という 2 つの石では

なくて、台石は硬い岩盤を利用します。岩盤の上に硬いパンダの種を置いて、それを重さ

数キログラムもあるものすごく重いハンマー石で叩き割ります。人間の片手ではつかめな

いほどの大きさです。 

ボッソウの東のニンバ、西のディエケに続いて、南のリベリアの森には、ボッソウと瓜

二つの群れがいて、石器を使ってヤシの種を割っているということも大橋岳さんの調査で

わかりました。こうみると、2 つの石を使ってアブラヤシの種を叩き割る文化は、東でも

なく西でもなく、南のほうに広がっているようです。ボッソウの北はサバンナで森があり

ません。東はニンバ山、西はディエケの森です。そして南に広がる森づたいに石器を使っ

たヤシの種割り文化が広がっている。逆に言うと、アブラヤシの種を石器で割る文化の北

限がボッソウだとわかりました。 

学習の臨界期のあることがみつかりました。 

野外実験によって石器使用のようすをビデオで撮影しています。毎年 12 月から 1 月に

かけてアフリカに行きます。定点観測です。1 年に 1 度のタイムサンプリングです。定期

的に、定点で、石器使用のようすを見続けてきたことになります。ボッソウで生まれた子

どもの発達のようすが見えてきます。ビデオで撮り続けた約 30 年間は、まるでタイムカプ

セルです。過去が映像としてそこに閉じ込められています。実際にビデオアーカイブを作

る作業が、林美里、ドラ・ビロ、スザーナ・カルバーリョ、カット・ホバイターさんら、

若い女性研究者の手によって進められています。 

現地での直接観察の記録、そしてビデオ記録から、個々のチンパンジーの年々歳々の発

達のようすがわかります。石器使用に焦点をあてていますが、それをほかの道具使用と比

較したり、親子やなかま関係で見たり、そこでの音声や身振りジェスチャーの変化として

見ることもできます。 

まず道具の獲得の時期がおもしろいですね。継続した定点観測から、石器が使えるよう

になるのは 4‐5 歳だということがわかりました。3 歳以下では獲得できません。「葉を使

って水を飲む」という道具使用は、2 歳半でできるようになります。一口に道具といって

も、石器なのか、葉の水飲みなのか、その種類によって獲得の時期が違うことがわかりま

した。 

理由は、道具の複雑さにあると思います。葉を使った水飲みでは、木のうろにたまった

水に葉を浸して、それを引き上げて、なめとっておしまいです。葉という道具を、水とい
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う対象と関係づけておしまい。それに対して、石器使用のばあいは、まず種を台石に乗せ

て、さらにその種をもうひとつのハンマー石で叩き割る。つまり 2 段階の関係づけが必要

です。 

ボッソウのチンパンジーを見ていると、葉を使った水飲みは全員できますが、石器を使

えないおとなが 2 人いることがわかりました。ニナとパマです。2 人とも女性で、割れく

ずを拾って食べています。石器を使うときに出てくる割れかすです。叩き割られた種の内

側に、核の一部がまだへばりついていることがあります。こうしたものを拾って食べてい

ました。 

なぜニナとパマは石器を使えないのでしょうか。石器を使わない群れで生まれ育ったか

らだと考えています。石器を使わない群れで育って、年頃になってボッソウに移ってきた。 

学習には臨界期があります。ある年齢に達しないと、またその時期でないと、学習がで

きません。そういう現象をさして「学習の臨界期」と呼びます。たとえば、人間でいえば、

言語、とくに発音の習得です。おとなになっても語学の学習はある程度まではできますが、

ネイティブのような発音は、子どもの時期に経験しないと身につかないといわれています。 

ところでニナの子どもも、パマの子どもも石器を使えます。母親はできないが、群れで

生まれた子どもたちはできる。つまり、遺伝的な素因があって学習できない、というわけ

ではないことがわかります。また、母親だけが子どもの学習に必要不可欠なわけでもない、

ということも自明です。母親ではなく、群れの中の他のおとなたちが教師の役割をします。

子どもは、母親以外のおとなを見つつ、独自に石器の使いかたを学んだのでしょう。 

学習の臨界期を示唆するもうひとつの事例があります。約 30 年間の観察のなかで、ひと

りの子どもが石器使用を学べませんでした。ユンロです。母親のヨは石器を使えます。で

もユンロは使えるようになりませんでした。種を台石に載せるまではできるのですが、そ

の種を手の甲の部分で叩いてしまいます。ハンマー石がありません。7 歳になってもでき

ません。種を台石にまで載せるのですが、その種を左手の甲で叩くか、右足で踏んでしま

います。 

ユンロは特殊な成育歴をもっています。片足がわなにかかったのです。針金でできたワ

イヤーわなの輪に片足を突っ込んで、足首のところに針金がからみついていました。です

から、いつも片足が不自由でした。針金のからんだ足をいつも中空に持ち上げて、両手を

松葉杖のようについて片足で歩きます。人間でいえば、片足を骨折して松葉杖をついてい

る場面を想像してください。もちろん歩行も不自由ですが、両手も杖でふさがってしまい

ますね。ユンロのばあい、両手は移動の手段になってしまいました。両手で何か物を扱う

という経験が極度に制限されています。しかもそれが、彼女が 3‐4 歳前後の期間です。そ

のときに足がワイヤーにからまっていたのです。ワイヤーはやがて取れました。でも時す

でに遅し、だったのでしょう。石器を使えません。種を手の甲で叩く、足で踏む、という

動作が定型化してしまいました。どうしてもハンマー石を使うということができませんで

した。 

移籍してきたと思われるおとなの女性ニナとパマは石器使用ができない。片足がわなに

かかって手が自由にならない幼児期をすごしたユンロも石器使用ができない。これらの事
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実から、幼児の限られた時期に、この石器使用の学習の臨界期があると結論づけました。

この臨界期をのがすと、学習が困難になると考えています。 

チンパンジーには「教えない教育・見習う学習」があると理解するようになりました。 

チンパンジーの石器使用の習得過程を長年観察するなかで気がついた教育法です。チン

パンジーに学校はありませんが、チンパンジーなりの教育はあります。「教えない教育・見

習う学習」と名づけたチンパンジー流の教育法の要点は 3 つにまとめられます。①親やお

となは手本を示す、②子どもは自発的にまねる、③子どもからの関わりに対しておとなは

寛容に応じる。以下に詳述します。 

第 1 に、親やおとなは手本を示します。こうやってやるのだと、正しい行動を、子ども

の目の前でやって見せます。逆にいうと手本を示すだけです。ああしなさい、こうしなさ

いとは言いません。人間なら、「この石がいいよ」「この種がおいしいよ」と渡しそうなも

のですが、けっしてしません。コーチングをしません。「こんなふうに割ってごらん」「も

うすこし強く叩いてごらん」「叩く角度が違う」と人間なら言うでしょう。見本を見せたり、

手を取って教えたりする。コーチする。それがチンパンジーにはありません。正しいこと

をやって見せるだけです。 

とはいえ、コーチングがチンパンジーに皆無かと言われると、まったく例外的にごくわ

ずかですが、それに類する行動があります。子どもが種を拾って、自分で親の台石の上に

のせる。親が叩き割る、その種の中身を子どもがとる。「割って見せて」と子どもが親にね

だって、親がそうしてあげる。そのように受け取れる行動でした。子どもにせがまれて、

割ってあげる、割って見せる、という行為ともとれます。 

また、子どもとおとなが正面で向かい合って座った状態で、子どもが見ている目の前で、

おとながゆっくりと種をのせて、その種を叩いて割る。種の中身は子どもが持っていく。

「こうするんだよ」と積極的に教えているようにも受け取れます。 

コートジボアールのタイの森で調査している、ドイツのマックスプランク研究所のクリ

ストフ・ボッシュらも 2 例、こうした事例を報告しています。親がゆっくりとした動作で

子どもの目の前でやって見せる。ただ、彼らのばあいも、10 年以上の長期継続観察のなか

でたったの 2 例です。ですから、基本的には、チンパンジーは積極的な教示をしない、と

いう結論で正しいでしょう。 

積極的に教示しないだけではありません。ほめることもしません。人間なら、「じょうず

に割れたわね」とほめるでしょう。しかしチンパンジーは何もしません。正しく、やって

見せるだけです。 

「教えない教育・見習う学習」というチンパンジー流の教育法の第 2 の特徴として、子

どもはまねます。ほっておいても、自発的にまねる。親やおとながやっていることを同じ

ように自分もしてみたい、という強い動機づけがあります。まねしたい、という強い動機

があるからこそ、たとえ母親が石器を使えなくても、その子どもはほかのおとなのようす

を見て、学ぶのでしょう。 

第 3 の特徴として、子どものほうから関わってくるかぎり、おとなは寛容に応じます。

あっちに行けと邪険にしません。無視もしない。あくまで自分の子どもに対してだけです
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が、母親はきわめて寛容です。母親が種を台石に載せて叩き割る、すると子どもがそれを

取っていくのを母親は許します。母親は次の種を台石に載せて叩き割る。するとまた子ど

もが持っていく。母親はさらに次の種を載せて叩き割る、するとまたまた子どもが持って

いく。こうして 7 回連続して子どもが親からもらうようすを観察したことがあります。 

親は手本を見せる、子どもはまねる、親は寛容だ。 

この 3 つの特徴から、「教えない教育・見習う学習」というチンパンジー流の教育法の真

髄が読み取れます。それは自主性です。動機は、親やおとなと同じことをしたい。そのた

めに自主的な努力をしています。 

石器使用は、硬い種の殻を叩き割って中の核を取り出して食べる、という採食行動です。

ですからおとなのチンパンジーの動機は明白で、「食べる」ために石器を使います。しかし

子どものチンパンジーがなんとか石器を使おうとする過程では、食べることが目的ではな

くて、まねることそれ自体が目的になっています。なぜなら親は寛容ですから、親の割っ

た種の中身を子どもが持っていくことを許します。たんに食べたいならば、親からもらえ

ばよい。親の割った種の中身をかすめとればよい。 

実際、1 歳のころから、親が割った種の核を取り上げて子どもが食べ始めます。それと

ともに、石を転がしたり、触ったり、投げたり、石を別の石の上にのせたり、手で叩いた

り、いろいろなことを始めます。そうした石とかかわる行動は、年齢が上がるとともに増

えていきます。そんなことをしてもけっして食べ物は手に入らないのに増えていきます。 

一方、母親から食べ物をかすめとる行為は、年々減っていきます。食べ物を報酬とする

学習の理論では、まったく説明がつきません。食べ物という報酬が得られない行動が増え

て、食べ物が得られる行動が減っていくからです。 

どうしてこういうことがおこるのか。理由はひとつです。石をもてあそぶのは、そのこ

と自体が報酬だからです。石や種を使って、なんとか親やおとなのように石器を使えるよ

うになりたい。それが報酬です。そして子どもが自主的にかかわってくる限り、親やおと

なはそれを寛容に受けとめます。 

チンパンジーの教育法は、「教えない教育・見習う学習」でした。それがわかると、人間

を特徴づける教育法がわかります。それは、「教える」ということです。チンパンジーは教

えません。でも人間は教えます。でも、教える、という行為の手前に、人間はするが、チ

ンパンジーはけっしてしないことがある。そうした両者の違いに気がつきました。 

たとえば、ほめる。チンパンジーのばあい、子どもがじょうずに石器を使えたとして、

親はけっしてほめません。手本を示すだけで、ほめることはない。人間ならきっと「じょ

うずにできたわね」とほめるでしょう。ほめる、という行為はきわめて人間的だとわかり

ます。 

うなずく。チンパンジーはうなずきません。人間ならうなずくでしょう。声には出さな

いが、うなずくことで承認します。また人間は、承認されたい、という深い欲求ももって

います。子どもはじょうずに石を使えたとしたら必ず親の顔を見るでしょう。親も微笑み

をたたえてうなずくはずです。手を添える。これもいかにも人間的です。困っているばあ

いに、そっと手を添える。こんなふうにしてごらんと手を貸す。さらには口を出す。こん
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なふうにしてごらんとコーチングをします。 

ほめる、うなずく、手を添える。そうしたことのさらに一歩手前に、「見守る」という教

育もあります。何も教えないし、手を添えないし、積極的に何もしないのですが、親やお

となや先生が子どものようすを暖かく見守る。それも教育でしょう。 

チンパンジーのばあい、教えない教育・見習う学習があって、その地域に固有な文化的

伝統としての石器使用が、次の世代へと引き継がれています。そうした文化の世代間伝播

において、文化の担い手は女性です。なぜならチンパンジーは父系社会なので男性は群れ

に留まり、女性が群れを移籍するからです。生まれた群れからよそに移籍してくる女性が、

生まれ育った場所の文化を新たに持ち込むことになります。そうした群れ間の移籍がある

と、複数の群れをまたいで広域な「文化圏」が構成されることになるでしょう。実際、西

アフリカ一帯に叩き割る文化圏のあることがわかってきました。 

広域調査の結果、石器を使ってアブラヤシの種を叩き割って中の核を取り出して食べる

文化は、ボッソウと、そこから南のリベリアに広がる地域に固有な文化だということがわ

かりました。東のセリンバラ・ニンバのチンパンジーは、そもそも石器を使いません。石

器を使って固い種を取り出して食べるという行動をしない。形跡もない。そもそも深い森

に住んでいて、アブラヤシといった人里近いところに生えている木に出会いません。アブ

ラヤシを利用しない。さらに東のイヤレ・ニンバのチンパンジーは、石器を使います。た

だし割るのはクーラの実です。クーラの実の中の大きな種を、実ごと叩き潰して、中の核

を取り出して食べます。例のマカデミアナッツに似た味の種です。一方、西のディエケの

森では、パンダつまりパンダ・オレオーサの種を割っています。ボッソウにはボッソウの

アブラヤシ叩き割り文化があります。セリンバラにはそもそも叩き割り文化がありません。

イヤレにはクーラの叩き割り文化があります。そしてディエケにはパンダ・オレオーサの

叩き割り文化があります。これが広域調査の結果です。 

ここで、文化、という用語を定義しましょう。文化とは、「世代を超えて集団に引き継が

れる知識や技術や価値」のことです。「世代を超えて」が第 1 のキイワードです。ある世代

のある時期だけならそれは「流行」です。すぐに消えてなくなり、また別のものがあらわ

れる。「集団に引き継がれる」というのが第 2 のキイワードです。個人ではありません。集

団です。個人ならば、それは「マイブーム」でしょう。わたしだけのこと。そうではなく

て、その個人が属する集団の多くの者が、その起源をあまり意識することなどなく、ごく

ふつうに「みながそうしているから、わたしもそうする」もの、それが文化です。「知識や

技術や価値」というのが第 3 のキイワードです。日本語という話しことばや仮名という文

字の体系、それは日本の文化です。筆を使いこなして文字を書く、出会ったときにお辞儀

をする、それも日本の文化です。何を食べるか、何をおいしいと感じるか。何を、どのよ

うに、道具として使うか。それは、それぞれの地域の、あるいはそれぞれの民族の、固有

な文化として、世代を超えて引き継がれています。 

チンパンジーの石器使用は、まさにこの文化の定義にぴったりです。「世代を超えて集団

に引き継がれる知識や技術や価値」だといえます。「教えない教育・見習う学習」というチ

ンパンジー流の教育があり、チンパンジーにも文化がある。それに対して、人間は「教え
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る」ことで、情報や体験を積極的に分かちあうことで、そうした文化を著しく発展させて

きたといえるでしょう。 

 

 

５、瞬間記憶と言語のトレードオフ仮説 

 

人間が使うことばをチンパンジーがどこまで習得できるか。そうした研究を続けていく

なかからも、思わぬ発見がありました。チンパンジーのほうが人間よりも優れている。そ

うした認知課題があることを発見したのです。 

冒頭で紹介した、一瞬で見た数字を記憶する課題です。モニター画面にばらばらと 1 か

ら 9 までの数字があらわれます。1 を触ると 2 から 9 までの数字が白い四角形に置き換わ

ります。2 があったところ、3 があったところと順番に押していく課題です。どの数字が、

画面のどの場所にあらわれたか。若いチンパンジーは一瞬で記憶することができます。チ

ンパンジーほどの速さで、チンパンジーのように正確に答えられる人間はいません。この

「数字の記憶課題」は世界中で追試されました。われわれの研究によって初めて、人間よ

りもチンパンジーのほうが優れている、という認知課題がみつかりました。 

この結果が意味するところは大きいといえます。これまで、チンパンジーがある程度ま

で人間のことばを理解したり、道具を使ったり、お絵かきしたりすることは知られていま

した。でもそれは人間ができることの一部分でしかありません。「そうか。チンパンジーも

できるんだ」というだけのことです。しかしこの数字の記憶課題は、チンパンジーができ

て人間はできない。チンパンジーのほうが優れているという実証です。これは「人間と動

物」という不毛な二分法や、人間中心的な世界観への決別になりました。 

さて、人間にはできないが、チンパンジーの子どもにはできるという課題を見つけまし

た。なぜそうなるかを考えて、「言語と記憶のトレードオフ」という仮説に行きつきました。

人間とチンパンジーの共通祖先は、今のチンパンジーがもっているような瞬間記憶の能力

をもっていたと考えます。しかし、人間はその進化の過程で瞬間記憶という能力を失いま

した。なぜならそうしたことができることの意義が必ずしも自明ではないからです。数百

万年前のチンパンジーとの共通祖先から分かれ、人間はその進化の過程で、瞬間記憶とい

う能力を失い、かわりに言語をあやつる能力を手に入れたと考えています。 

コンピューターであれば、新しい機能をもったモジュールを次々と差し込んでいけばよ

いでしょう。しかし人間のからだではそうはいきません。そもそも脳の容量は、進化のあ

る特定の時点でいえば限られています。たとえば脳が 800 ミリリットルの容量だとしまし

ょう。それを急に増大させる、というようなことはおこりません。限られた脳の容量のな

かで、何か新しいことを実現しようとすれば、何か古いものを捨てる必要があるでしょう。 

人間はその進化の過程で、他の霊長類のような樹上を飛び回る運動能力を失いました。

嗅覚つまり匂いの感覚も退化しています。人間は進化の過程で、瞬間記憶の能力を失い、

かわりに言語をあやつる能力を手に入れた。そう申し上げる背景には、こうした「トレー

ドオフ」という考え方があります。何かを手に入れるためには、別の何かを差し出さなけ
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ればなりません。 

進化は、右肩上がりに増大するものではありません。また、つねに新しい何かを付け加

えるのでもない。その時の制約のなかで、何かを得て、別の何かを失う。それが進化の本

質だと考えるようになりました。 

ことばと呼んできた「言語」の本質を考えてみます。言語の本質を、抽象とか、概念と

か、文法とか、二重分節構造とか、人はさまざまに言うでしょう。わたしは、経験を分か

ちあう、それが言語の本質だと考えています。自分が見てきたものをなかまに伝える。そ

のために言語は進化しました。 

たとえば森で、目の前をサッと駆け抜ける動物を見たとしましょう。額に白い斑点があ

って、背中は茶色で、脚は黒かった。そうした特徴を一目で見抜くという点では、たぶん

チンパンジーのほうが人間よりも優れています。パッと見た一瞬で、どこに何があるかを

見て取ります。 

人間はそうしたことはできません。対象をじっと見て、それがなんであるかを理解する。

見たものを意味づけて理解する。これまでの過去の経験を重ね合わせて、いま目の前に展

開しているものを見る。したがって、いま駆け抜けていった動物のからだの特徴の細部は

心に留まらなくても、それが「シカ」だ。シカを見た、というかたちで見たものにラベル

を貼ることができます。そういうことが可能になると、自分が見たものをキャンプ地に持

ち帰り、「シカを見たぞ」となかまに伝えられる。そして「じゃあ狩りに行こう」というこ

とになる。 

経験を伝える、情報を分かちあう、そのうえで協力する。協力することでよりよい解決

が見つかる。経験や情報を、ことばを介して分かちあうことのできる集団は、より適切に

環境に適応して、次の世代へと生き延びたと考えられます。 

 

 

６、結語 

 

研究成果を通じて自分なりに感得した 4 つの仮説に焦点をしぼって詳述しました。つま

り、「人間の進化の過程で 4 つの手から 2 本の足ができた」、「あかんぼうのとるあおむけの

姿勢が人間を進化させた」、「チンパンジー流の教えない教育・見習う学習」、「瞬間記憶と

言語のトレードオフ仮説」です。 

仮説をつなぎ合わせると、ひとつの物語ができます。約 6600 万年前に、中世代が終わり

新生代になりました。いまのユカタン半島への巨大隕石の衝突が引き金になった気候変動

だといわれています。大量絶滅によって恐竜が姿を消しました。かわりに哺乳類が、この

地球のあらゆる場所に適応放散しました。もともとは地上性でしたが、あるものは水にも

ぐり、あるものは空に飛びだし、あるものは樹上にニッチを構えた。その樹上に生活の場

を求めたのが霊長類です。地上を歩いていた 4 本の足は 4 つの手になりました。 

霊長類のなかから地上におりて、森を出てサバンナへと進出していったのが人間の祖先

です。地上を遠くまで歩くために足を発達させました。4 つの手から 2 本の足ができまし
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た。サバンナには捕食者である肉食獣がいます。もう樹上には逃げられません。人間は食

べられたでしょう。逆に、集団で捕食者を追い払って、彼らが仕留めた腐肉をあさったと

も考えられます。霊長類学では「ダンバー数」というのが知られていますが、こうした初

期人類はおよそ 150 人程度の集団で暮らしていたと、脳の新皮質の容量から推定されてい

ます。集団で社会生活を送っていたと考えられます。 

集団生活の基本は母子のきずなです。あおむけの姿勢で安定するあかんぼうがいて、あ

おむけの姿勢ゆえに、まなざしとほほ笑みを交わし、声で呼び交わし、自由な手で物を操

ります。それが人間に特有な目、つまり黒目（瞳孔）と白目（きょう膜）のはっきりした

目や、豊かな表情によるコミュニケーションを発達させました。声によるコミュニケーシ

ョンが言語の基盤となり、物を操作する能力が多様な道具を生み出します。 

母子だけでなく、父親がいて、なかまがいる集団生活で、教えない教育・見習う学習を

基盤としつつも、さらに経験や体験を分かちあうようになりました。ゲノム（全遺伝情報）

によらず、生後の学習を通じて身につける文化が、行動を律するようになります。そこに

は学習の臨界期があるので、生後の発達の特定の時期の経験がのちの行動の大きな決定要

因になったでしょう。 

自分一人が生き延びるのではなくて、なかまと互いに助けあいながら生きる。そのため

には、見たものを見たままに受け取るのではなく、見たものの意味を理解して、見たもの

をなかまと互いに分かちあうことが重要になりました。そうした経験を分かちあうために

言語が生まれたと考えています。その言語という文化が、人間の在り方をさらに規定する

ようになりました。自分で生み出したもの、ゲノムの外に存在するものが、自分そのもの

を変えていくという生物です。そうした存在だということに気が付くと、なおいっそう、

人間はそもそもどういう生き物だったのかという内省が必要になっていると思います。 

わたくしが比較認知科学という学問を通じて理解したことは、おおむね以上の物語です。

ところで、ハイデガーでした。彼が「「ヒューマニズム無き人間性」を通じて何をいわんと

しているのか、門外漢なのでわかりません。わたくしは文学部哲学科の学生でしたから、

そうした問いへの関心はあったのですが、そうした「先哲の考えを学ぶ」という学問の方

法をあきらめるところから出発しました。そして、たまたまたどりついたチンパンジーの

研究を通じて、ひとつだけ明瞭に指摘できることがあります。ハイデガーは長命とはいえ

1976 年に逝去していますから、20 世紀の後半に興隆し 21 世紀初頭の全ゲノム解読によっ

て確定した「ゲノム的人間観」をまったく知りません。人間とチンパンジーはほとんど同

じ生き物です。さらに、人間はネズミともかなり同じですし、われわれが食するコメ（稲）

とも遺伝子の約 40％が同じです。すべてのいのちがつながっている。すべての生命は進化

の産物である。人間はそのからだも心も進化の産物だ、という強い揺るがない事実とハイ

デガーは無縁でした。いま、われわれの世代に託されているのは、新たに発見した事実や

知識を咀嚼して、あらためて進化の道筋に思いをはせつつ、「人間とは何か」という変わら

ぬ問いを、ハイデガーと同様に深く掘り下げて考えてみることなのではないでしょうか。 

 

 



チンパンジー研究からヒューマニズムを考える（松沢哲郎） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.12 2018 

 61 

謝辞 

 

安部浩先生のお誘いがあり、ハイデガー・フォーラムの講師をお引き受けしました。フ

ォーラムならびにその論考集にかかわる皆様に感謝します。ここで紹介した研究は科学研

究費補助金・特別推進研究（#16H06283）、先端研究拠点形成事業 CCSN の助成を受けまし

た。なお、「心の進化を探る：はじめての霊長類学」として NHK ラジオで放送した講話に

基づいて論考を作成しました。以上を明記して謝辞とします。 

 

 

Tetsuro MATSUZAWA 

Humanism viewed from the study of chimpanzees 

 



ハイデガーとシェリング（小田切建太郎） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.12 2018 

 

 

 

62 

ハイデガーとシェリング 

―知の介在性との連関における根底と 

実存及び思惟以前的存在について― 

 

小田切 建太郎（京都大学）  

 

 

はじめに 

 

振り返れば、ハイデガーがヤスパースを介して 1『人間的自由の本質とそれに連関する諸

対象に関する哲学的考察』（1809. 以下では『自由論』と略記する）2を中心としたシェリン

グ哲学と本格的な出会いを果たしたのは、『存在と時間』（1927）の公刊以前の 1926 年の春

であった3。その後、1927/28 年冬学期には『自由論』に関する演習4を行い5、1936 年の夏学

期講義6においてこれに関する本格的な解釈を遂行することとなる。1941 年の講義7でもふ

たたびこれを取りあげている。このような経緯は、多かれ少なかれハイデガーとシェリン

グの近しさ―ハイデガーとヘーゲルのあいだには見られないような―を証している。

1927/28 年冬学期の演習8に参加したガダマーは、そこでハイデガーが人間の実存をはじめ

とする事実性一般における「根拠の解き明かし難い暗さ」（GGW 3, 306）を後期シェリング

の「思惟以前的なもの」（GGW 2, 103）のなかに再度認識したと述懐している。本稿では、

                                                           
1 Vgl. Briefwechsel, 62. なお、文献略号一覧については本稿末尾を参照のこと。  
2  Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph, Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen 

Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände [1809], in: Ders., Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling 
Sämmtliche Werke. Ab. I. Bd. 7. Hg. von K. F. A. Schelling. Stuttgart: Cotta’sche Verlag 1860, S. 331-416. 

3 茅野良男は、ハイデガーが神学部時代に神学者 C.ブライク（Carl Braig, 1853-1923）からヘーゲルと

シェリングの思弁神学に対する意義を教えられたとするが（茅野良男『ハイデッガー』講談社、1984

年、10-11 頁を参照）、この際の理解は表面的なものに留まったと思われる。  
4 Vgl. Schelling: Das Wesen der menschlichen Freiheit. Protokollheft aus dem WS 1927/28, in: Lore Hühn u. 

Jörg Jantzen (Hg.), Heideggers Schelling-Seminar (1927/28). Stuttgart: fromman-holzboog 2010 (=Schellingiana Bd. 
22. Hg. von Walter E. Ehrhardt u. Jochem Hennigfeld im Auftrag der Internationalen Schelling-Gesellschaft), 
S. 331-372. 

5 Vgl. Briefwechsel, 80. 
6 Heidegger, Martin, Schelling: Vom Wesen der menschlichen Freiheit (1809). [Freiburger Vorlesung im SS 1936]. Hg. 

von Ingrid Schüßler. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann 1988 (=Gesamtausgabe Bd. 42. II. Abteilung. 
Vorlesungen 1919-1944). 

7  Heidegger, Martin, Die Metaphysik des deutschen Idealismus. Zur erneuten Auslegung von Schelling: Philosophische 
Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände (1809). [Freiburger 
Vorlesung I. Trimester 1941 u. Freiburger Seminar im SS 1941]. Hg. von Günter Seubold. Frankfurt am Main: 
Vittorio Klostermann 1991 (=Gesamtausgabe Bd. 49. II. Abteilung. Vorlesungen 1919-1944). 

8 晩年のガダマーは、確かに 1927/28 年ではなく、1925 年に『自由論』に関するハイデガーの演習に

出席したと述べている（Vgl. GGW 3, 306）。だが、マールブルク大学の講義及び演習のタイトルの

記録を検証した結果、ガダマーが 1925 年と記憶している演習は、実際には 1927/28 年冬学期のも

のと見るべきとする訂正意見が研究者によって提出されている（Vgl. Bericht, 290-293）。J.グロンダ

ンもガダマーの記憶に疑念を呈している（Vgl. Grondin, Jean, „Die späte Entdeckung Schellings in der 

Hermeneutik“ [1997], in: I. M. Fehér und W. G. Jacobs (Hg.), Zeit und Freiheit. Schelling – Schopenhauer – Kierkegaard 

– Heidegger. Budapest 1999, S. 65-72）。本稿も、こうした訂正意見に従うこととする。  
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このこれまでほとんど顧みられてこなかった指摘を最初の糸口にしたい 9。これは、ハイデ

ガーが『自由論』に留まらず、後期シェリングにも目を向け、そこにおける消極哲学と積

極哲学の区別において後者が取り扱う、人間的理性の外に存する最根源的意味での事実性

に対して少なからぬ関心を向けていたことを示唆するものである。  

そこですぐさま予想されるのは、ハイデガーによるシェリング読解では、人間における

知と存在の関わりが大きな関心事となっていたはずだ、ということである。言うまでもな

く、『自由論』の主題は人間的自由であるし、後期シェリングでラディカルに問題となるの

は、理性的思惟の必然性によっては導出することが不可能であるような偶然的な事実性で

あり、また消極哲学の理性的思惟の限界にほかならなかったからである。こうした見立て

を念頭に置いて、ハイデガーの『自由論』解釈を見たとき、そこにおけるハイデガーの中

心的な関心が、根底と実存の区別や無底といった問題事象の陰に従来隠れていた―むろ

んそれらの重要性を否定するつもりは毛頭ない―、後期思想における現‐存在（Da-sein）

の問題を背景にした、人間における知の役割
．．．．．．．．．．

に向けられていることがわかる。そこで問わ

れるべきは、如何なる人間の役割がそこで求められていたか、である。これがここでの問

いである。そして、それは非主体的ないし非主観的な人間理解、つまり介在的であるとい

う意味で非主体的な人間における知の役割であった、というのがここでの主張であり、そ

の解明がここでの課題である。  

より具体的には、本稿の目的は、後期ハイデガーに見られる人間における知の介在性、

その介在的な働きの意味を、根底と実存、思惟以前的存在といった問題事象との連関にお

いて解明することにある。言い換えれば、初期思想の現存在自身のために（Umwillen）が構

成的な役割を果たす超越と地平によって特徴づけられるある種の人間中心主義があるとす

ると、これとは別の問題構成における人間の役割を、ハイデガーによるシェリングの『自

由論』の解釈及び両者における思惟以前的存在の意味に関して考察することで示すことで

ある。思惟以前的存在に関して、従来は（最）初期ハイデガーと思惟以前的存在の（影響）

関係が取り上げられてきたが10、本稿ではむしろ後期ハイデガーとの関係を問題にしたい。

その理由は、まず従来考えられてきた思惟以前的存在の（最）初期ハイデガーへの影響が

近年疑問視されている点 11、加えて後期ハイデガーのテクストにもその語が登場する思惟

以前的存在の問題が―それが彼の思想（形成）において重要な意味を持つと考えられる

にもかかわらず―これまで等閑視されてきた点に求めることができる。  

以下が解明の具体的手順である。まず、後に自己批判の対象となるハイデガーの現存在

の超越の基本的理解を形而上学期に属す 1928 年夏学期講義に確認し、そこにハイデガーと

思惟以前的存在の事象的な結びつきを見る先行研究（M.ガブリエル）の解釈に批判的検討

                                                           
9 Vgl. GGW 3, 306. イムダールもガダマーの記憶に半ば依拠するかたちで最初期ハイデガーの生の

事実性とシェリングの「思惟以前のもの」を結びつける（Imdahl, Georg, Das Leben verstehen. Heideggers 

formal anzeigende Hermeneutik in den frühen Freiburger Vorlesungen (1919 bis 1923). Epistemata Philosophie Bd. 206. 

Würzburg: Königshausen & Neumann 1997, S. 60）。  
10 Vgl. Schulz, Walter, „Über den philosophiegeschichtlichen Ort Martin Heideggers“, in: Otto Pöggeler (Hg.), 

Heidegger. Perspektiven zur Deutung seines Werkes. Köln/Berlin: Kiepenheuer & Witsch 1969, S. 95-139. 
11 Vgl. Bericht, 290-293. 
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を加える（第 1 節）。つぎに、1936 年夏学期講義における『自由論』解釈を参照しつつ、

『自由論』における根底と実存の区別における神の生成、創造作用と、そこに巻き込まれ

ている人間における知の介在性に関して、「神の知的愛 amor Dei intellectualis」（スピノザ）

に象徴される新プラトン主義的背景やこれについての研究を参照しつつ明らかにする（第

2 節）。そしてこれを受けて、後期シェリングのテクスト「積極哲学の諸原理の別の演繹」

を取りあげて、理性的思惟と思惟以前的存在の関係に関して明示する（第 3 節）。最後に、

後期の対話篇「アンキバシエー〔＝接近〕」（1944/45）を参照しながら、形而上学的な表象

的思惟に対する（自己）批判の所在を明確化しつつ、ハイデガーの後期思想の存在そのも

のと思惟以前的存在の結びつき、そして存在の（非）覆蔵性の自己覆蔵性、存在の自己贈

与、存在のゲシック（Geschick）の自己変貌に巻き込まれた人間における知、言葉の介在性、

その役割について解明していきたい（第 4 節）。  

 

 

１節 ハイデガーの形而上学構想における脱根拠性とシェリング 

 

本節では、『存在と時間』を中心とした初期の後につづく―そして 1936 年の『自由論』

解釈の前段階としての―形而上学期の思想とシェリングの思惟以前的な存在との近さを、

これに関する先行研究のひとつである M.ガブリエルの見解を批判的に検討しつつ明らか

にしたい。まず、1928 年夏学期講義12における現存在の超越、自由についてのつぎの記述

を見てみたい。  

 

〔現存在自身の〕〈そのために Umwillen〉という自由な対持 Widerhalt は、〔…〕超越として、事実

的に faktisch そして事実的に tatsächlich 存在するものを飛び越えるという性格を持つ。超越する

ものとしての現存在の本質的かつ内的な諸可能性の全体としての世界は、あらゆる現実的存在者

を凌駕する
．．．．

übertrifft。13（GA 26, 248）  

 

ここで端的に述べられているのは、現存在が存在者を創造するものではなく、むしろま

ずもって現実存在する存在者を乗り越える。この乗り越えのうちにこそ、「存在と存在者の

区別の遂行」（Ebd., 199）があるというのである。「それが存在を与える es gibt Sein のは、

ただ現存在が存在を了解する場合だけである」（Ebd., 199）。つまり、〈それが存在を与える

es gibt Sein〉の「「それ es」は、〔…〕おのれを時間化する時間性」であり、この「時間性が

脱自的統一として時間化するものが、〔…〕世界」（Ebd., 272）である。現存在は時間化に

基づく超越によって存在者と存在を区別し、存在の超越論的地平（世界）を根源的な仕方

で投企する。これは後期におけるような存在の自己贈与としてではなく、「実存する現存在

                                                           
12 Heidegger, Martin, Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz [Marburger Vorlesung SS 1928]. 

Hg. von Klaus Held, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann 1978 (=Gesamtausgabe Bd. 26. II. Abteilung. 
Vorlesungen 1919-1944). 

13 傍点による強調は原文による。なお、これと同様、本稿における引用文中の傍点による強調は、

特に断りがない場合は原文に従ったものである。  
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が自己自身に存在のようなものを与える das existierende Dasein sich selbst so etwas wie Sein 

gibt」（Ebd., 195）という人間の人間自身への関わりとして人間中心的問題構成において考

えられている。そのように現存在が自らに付与した存在（世界）から「自体的存在者」（Ebd., 

281）の真理（アレーテイア）が可能になる。そしてまた、この超越の自由の開け、脱根拠

的な開けから、事実的な存在者へ向けた〈なぜなにもないのではなく、むしろなにかがあ

るのか〉、〈なぜあれよりもむしろこれがあるのか〉、〈なぜ別様にではなく、このよう

であるのか〉14といった形而上学の問いが発せられることとなるのである。こうした現存

在の超越の自由にこそ、ハイデガーの形而上学期の思想における、問いと「根拠の根拠

Grund des Grundes」（Ebd., 277）ないし「脱根拠 Abgrund」（Ebd., 234）が存することとなる。  

こうしたハイデガーの思惟に、M.ガブリエルは、シェリングの思惟以前的存在との近さ

を見る。ガブリエルは、アリストテレスを参照しつつ15、シェリングの思惟以前的存在の偶

然性を「別様でありうること Anders-Sein-Können」（Gabriel 2010, 88）と規定する。そうして、

「存在そのものが偶然的だとすれば、〔…〕存在そのものが〈別様にありうること Anders-

Sein-Können〉を考えること」（Ebd., 88）ができるという存在の偶然的可能性を改めて明確

化する。そのうえで、ガブリエルは、シェリングの「思惟以前的存在は、まったき仕方で

ハイデガーの意味における」（Ebd., 96）、すなわち『根拠の本質』（1929）における「根拠の
．．．

根拠
．．

」（GA 9, 174）16ないし「脱根拠 Abgrund」（Ebd., 174）17なのだと述べる18。問いが発せ

られる思惟の空間そのものには「如何なる根拠も与えることができない」（Gabriel 2010, 96）

ことから、ハイデガーの現存在の自由における脱根拠性と、シェリングの思惟以前的存在

の脱根拠的偶然性とが重ねられるのである。つまり、超越の構成する世界、ないし思惟の

空間の無根拠という点において重ねられるのである。  

あるいはこうしたハイデガーとシェリングとの近さには、具体的な影響関係を見ること

も可能かもしれない。だが、ここではむしろ、ガブリエルが明確化した「存在そのものが

偶然的だとすれば、〔…〕存在そのものが〈別様にありうること Anders-Sein-Können〉を考

える」という可能性を軸に彼のハイデガー解釈をもう少しだけ―批判的に―追跡し、

後期ハイデガーにおける存在そのものの自己贈与の意味を理解するための手がかりを探っ

てみたい。 

以下の点では、ガブリエルに批判的に距離を取る。彼によれば、後期ハイデガーの存在

そのもの（Sein selbst）とは「存在と存在者の差異の生起」（Ebd., 106）であるが、この「差

異の生起は、存在を了解するものとしてまずもって存在と存在者を自らの超越によって区

別するところの現存在なしには不可能である」（Ebd., 106）。これは、形而上学期のハイデ

ガーの発想そのものである。しかし、ガブリエルは、この超越の発想から後期ハイデガー

                                                           
14 Vgl. GA 26, 141. 
15「「偶然的」であるのは、アリストテレスの尺度付与的な規定によるなら、「別様でありうるもの

dasjenige, was anders sein könnte (ὃ ἐνδέχεται ἄλλως ἔχειν)」のことである」（Gabriel 2010, 88. Vgl. 

Aristoteles, Ethica Nicomachea, in: Ders., Aristoteles Garaece ex recensione Immanuelis Bekkeri. Vol. 2, edidit 

Academia Regia Borussica. Berolini: Apud Georgium Reimerum 1831, p. 1139a8）。  
16 Vgl. GA 26, 277, 283. 
17 Vgl. Ebd., 234. 
18 Vgl. Gabriel 2010, 96. 
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の存在史（Seinsgeschichte）の意味を理解する。それによれば、存在史の変遷は現存在の超

越による了解と解釈に存するものにほかならないものとなる。現存在は、超越において「存

在者の存在をそのつど別様に了解する jeweils anders versteht」（Ebd., 105）のであり、そのよ

うにして哲学史上において、存在は、「そのつど別様に解釈され jeweils anders ausgelegt」（Ebd., 

106）てきた。よって、存在史とは、「存在概念の連続 Abfolge der Seinsbegriffe」（Ebd., 105）

に存する「存在概念の歴史」（Ebd., 105）に過ぎないことになってしまう。要するに、ガブ

リエルは、〈別様にありうること〉という存在の偶然的変容可能性を、現存在の超越、その

自由意志の次元に還元してしまうのである。本稿が、距離を置きたいのは、まさにこの見

解である。そもそも存在史は、概念史ではない。存在の贈与の歴史であるはずである。そ

れゆえ、存在の（偶然的）変容があるとするならば、それは存在そのものの自己贈与にこ

そ基づくこと、そしてそこでの人間の役割がこの自己贈与及び自己覆蔵の働きを介在する

知という点に存することが以下で解明されるべきである。  

 

 

２節 『自由論』における根底と実存の区別における知の介在性  

 

そこで、つぎに第 2 節では、1936 年夏学期講義のハイデガーの『自由論』解釈の関心と

しての人間存在の知を明確化する。これは、形而上学期の後、後期思想へつづく過渡期に

属す最も重要な講義のひとつである。具体的には、この『自由論』解釈を参照しつつ、根

底と実存の区別における生成する生命としての神の創造過程と、そこにおける人間の介在

的な知について明確にしなければならない。  

ハイデガーは、『自由論』の本格的な解釈に入るに先立ち、あらかじめつぎの引用を最重

要箇所として提示している19。 

 

人間のうちには、闇の原理のまったき力があると同時に光の原理のまったき威力がある。人間の

うちには最深の深淵と最高の天空、あるいは両者の〔二つの〕中心 Centra がある。人間の意志は、

まだ根底にある神の永遠の憧憬に隠された萌芽であり、神が意志を自然へ決したときに見て取っ

た、深さのうちに閉ざされた神的な生命の閃光である。（SW I-7, 363）  

 

この講義では、『自由論』を序論（Ebd., 336-357）20と本論の 7 つの章（Ebd., 357-416）に

分ける21。ハイデガーはこのうちの序論と本論の最初の 4 つの章（Ebd., 357-394）に「シェ

リングの論文の本来の重要性」（GA 42, 281）を洞察する。うえの箇所は、『自由論』の序論

（SW I-7, 336-357）が終わり、本論（Ebd., 357-416）に入って暫くしたところにある。ここ

は、シェリング自身が、『自由論』の「考察全体の最高点」（Ebd., 406）と考える後半部分に

はまだ届いていない。それにもかかわらず、ハイデガーは、この箇所を理解することが、

とりもなおさず「この論文〔＝『自由論』〕全体を把握することである」（GA 42, 93）とそ

                                                           
19 Vgl. GA 42, 93. 
20 Vgl. Ebd., 23. 
21 Vgl. Ebd., 182. 
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の重要性を強調するのである。この背景にあるのは、同じ箇所で示唆されるように、後期

思想圏に属す「現‐存在
．．

Da-sein」（Ebd., 92）における人間への関心である。この関心こそ

が『自由論』解釈の根幹にあったものである。ハイデガーは、この講義をつぎの言葉で締

めくくっている―「人間とは、神が自らを啓示する sich offenbart とき、神がその力を借

りてのみそもそも自らを啓示する sich […] offenbaren ことができる者であらねばならない

他者である」（Ebd., 284）。これは、シェリングというよりも、むしろハイデガーの見解で

ある。 

また『自由論』の序論では、人間の自由は「体系を統べる中心点」（SW I-7, 336）である、

と宣せられる。同じく後半部分では、「神の悟性のなかに体系がある。しかし神自身は、体

系ではなく、生命である」（Ebd., 399）と言われる。先取りして言えば、悟性に置かれた体

系の中心点としての人間と、それ自身は体系ではない生命としての神の関係に、ハイデガ

ーは『自由論』の決定的な困難を見る。以下では、人間における知の介在的な役割を明ら

かにしながら、この困難の意味へ歩みを進めたい。  

スピノザが、神の「外部に extra」（Ebd., 344）22にも、神の内部にも神の「ほかに praeter」

（Ebd., 344）なにも認めないのに対して、シェリングは、神とは切り離せないが神のほか

に（praeter）神の内なる自然（Natur in Gott）を置く。この神の内なる他者である自然の根

底は、「永遠なる一者が自己自身を生まんとして感ずる憧憬」（Ebd., 359）である。これが

「神の現存在の最初の活動」（Ebd., 360）として、まず神自身のうちに、それによって「神

が自己自身を見る」（Ebd., 360 f.）ところの「内的な再帰的表象」（Ebd., 360）を生み出す。

この再帰的表象において、神は、最初に「現実化される」（Ebd., 361）。シェリングは、この

表象を、憧憬の「悟性」、「ことば
．．．

Wort」（Ebd., 360）であるとする。  

 

ことばを自らのうちで感じ、そして同時に無限の憧憬を感じる永遠の精神は、精神それ自身であ

る愛によって動かされてことばを語り出し、そうして、悟性は憧憬とともに自由に創造する全能

の意志となり、原初には無規則である自然を自らのエレメントないし道具としてそのうちに形象

化する。（Ebd., 361）  

 

精神は、神が憧憬のことばのうちに自らを見て取るという再帰性のうちで成立する。こ

の再帰性はおのれへ立ち帰ると同時におのれから歩み出る、そこからズレる差異化の働き

である。つまり、神は、「原初の自然へことばを語り入れることでおのれから歩み出る」（GA 

42, 224）のである。神は再帰的な自己展開において、実存者となるべく歩み出るのである。

「「永遠の精神」とは、そのうちで神の自己自身への統一 Einheit des Gottes zu sich selbst、

絶対者の統一性が自らを展開する sich [...] entfaltet こととなる規定である」（Ebd., 224）。こ

の精神の差異化的再帰性は、ある種の規則化として把握される。つまり、これは神が「自

身において、根底の無規則な自然のうちへ〈自らを語り入れること Sichhineinsprechen〉と

して〈自らを語り出すこと Sichaussprechen〉」（Ebd., 224 f.）である。悟性の意志はその「最

                                                           
22 Vgl. SW I-7, 357. 
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初の働き」（SW I-7, 361）として、根底の意志に抗して「諸力の分開」（Ebd., 361）を行う。

この分開の「段階的に生起する」（Ebd., 362）展開において自然の様々な存在者が成立して

くる。この段階のうちに人間が
．．．

成立する。 

 

自然が見いだされる瞬間には創造者が自然から歩み出て、自然を乗り越え übersteigen、それによ

って自然の上に立た über ihr stehen なければならない。自然の
．．．

創造が静止し変貌する自然の最高

の段階においてこそ、人間が発生する。（GA 42, 233）  

 

人間は、被造物として根底の意志と悟性の意志をともに持つ。根底の意志は、被造物に

おいては普遍的でない特殊な「我意 Eigenwille」である。人間の我意それ自身もひとつの「特

殊意志」（SW I-7, 363）であるが、すべての特殊意志の中心として、悟性の意志と統一的と

なる。この根底に由来する原理において人間は神から区別される。『自由論』はつぎのよう

に述べる。  

 

自然の根底から押し上げられてきた原理、人間がそれによって神から分かたれた原理は、人間の

内の自己性であるが、それは観念的原理との統一によって精神
．．

となる。自己性そのものが精神で

ある、あるいは人間が自己的な特殊な（神から分かたれた）存在者として精神である。この結び

つきがまさに人格性を形成する。自己性が精神であることによって、自己性は同時に被造物から

超自然的なものへ高められている。自己性は、まったき自由において自己自身を視る sich selbst 

[…] erblickt 意志であり、もはや自然のうちに創造された普遍意志の道具ではなく、自然を超え自

然の外にある。精神は、自然において光と闇の原理の統一を超えて高められたものとして、光を

超えている。自己性は、精神であることによって、両原理から自由である。（Ebd., 364）  

 

ハイデガーによれば、人間は、自己的で特殊な存在者である点で神から区別されている

ことで、「根底の最も隠された意志を意志する」（GA 42, 245）。そして同時に、精神として

「分離された特殊化の統一のうちで自己自身を視る sich selbst erblickt」（Ebd., 245）。この

「〈自己自身を視る〉という精神の働きにおいて、人間は従来の意味での一切の自然と被造

物を超え出る ist […] hinaus」（Ebd., 245）のである。こうしてハイデガーは、本節冒頭で引

用した箇所についてつぎのように述べることとなる。  

 

まさに人間の内なる根底のこの意志は、人間のうちでこそ悟性の光へ高められ、人間のうちでこ

そ、ことばはまったき仕方で語り出される。人間は自ら語り、言葉のうちで本質化する。そうす

ることで人間は悟性の光を超えて
．．．

über 高まる。人間は動物のようになにか照らし出されたものの

うちを動くのではなく、むしろこの光を語り出し、この光を超えて高まる。そうして光を超えて

いることで、人間は、〔…〕光と闇を自らの相互関係そのもののうちで支配する統一化〔…〕、精

神である。人間のうちには―私たちの知る限り人間のうちにおいてのみ―二つの原理、根底

の最深のものつまり自己性への我意 Eigenwille と、ことばの最高のものつまり全体の統一の照ら

し出された存在への意志、つまり固有の統一がある。人間のうちには「最深の深淵と最高の天空」

がある。（Ebd., 245 f.）  
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 ハイデガーは、人間の自由に、悟性の光と根底の闇の統一を見ているようにも見える。

だがもう少し、見ていきたい。シェリングはつぎのように述べる―「ただ彼において（人

間において）のみ、神は世界を愛した In ihm (im Menschen) allein hat Gott die Welt geliebt」

（SW I-7, 363）。これは神が自らの世界を愛するある種の再帰的な自己愛である。神と世界

のあいだには差異があるが、両者は別個のものではなく、差異を伴った同一性のうちにあ

る。人間はいわば両者の差異のあいだにある―あるいはあいだで
．
ある。ここで神の自己

啓示や自己表象の働きが再帰表現（sich offenbaren/sich erblicken）であることは、そこでの

人間における知の位置づけを考えるうえで重要な示唆である。そこで『自由論』の序論で、

人間における知についてシェリングが、セクストゥス・エンピリクスがエンペドクレスに

ついて述べた「自らの内なる神によって自らの外なる神を把握する」（Ebd., 337）という原

理を引き合いに出していたことが想起される。この記述に関して、ハイデガーは、「もし眼

がそれ自身太陽的でなければ、眼は太陽を見ることがなかっただろう οὐ γὰρ πώποτε 

εἶδεν ὀφθαλμὸς ἥλιον, ἡλιοειδὴς μὴ γεγεβημένος」（Enneaden 1. 6. 9）という『エネアデ

ス』の言葉を引用して、「プラトン的‐プロティノス的原理」（GA 42, 96）を提示する23。だ

がこれは、ある者が他者をただ単に相似性、類似性において認識するということではない。

ここにおける人間と神の関係をより詳細に理解するために、ホクレーベなどがシェリング

のなかに洞察する24、『エチカ』におけるスピノザ 25の「神の知的愛 amor Dei intellectualis」

26が引き合いに出されるべきである。これは、「神は無限の知的愛をもって自己自身を愛す

る Deus se ipsum amore intellectuali infinito amat」（Ethica V. Prop. 35）という再帰的な自己愛で

ある。分節化すると、これは神の「人間に対する erga homines」（Ebd., V. Prop. 36）愛と、

人間の「神に対する erga Deum」（Ebd., V. Prop. 36）愛からなる〈神の〉再帰的な自己愛で

                                                           
23 一般にハイデガーと新プラトン主義との関連はほとんど無視されるが、最初期ハイデガーは、ア

ウグスティヌスにおける自由理解に関して、「一切の被造的存在は〈一者〉からおのれの存在を獲

得する。このかぎりで、この〈一者〉から離れはするが、同時に〈帰還 recursus〉の傾向を持つ〔…〕。

魂の存在には、それが由来したところへの帰還 Rückkehr が属す」という「新プラトン主義の教義に

由来する二重の運動」（GA 17, 158 f.）によって規定されている。ハイデガーは、デカルトの自己意

識の確実性（certum）とアウグスティヌスにおける自己の確実性（Gewißheit）を区別して後者によ

り高い評価を与える。それによれば、「アウグスティヌスの意味における自己確実性 Selbstgewißheit

とその〈自己‐自身を‐持っていること Sich-selbst-haben〉は、「コギト」のデカルト的な明証性と

はなにかまったく異なる」（GA 60, 298）ものとして評価される。これは、善（アガトン）として

の〈自己自身のため〉を慮る、中動態（vox media）を根本動態とする（自己）関心（Sorge/cura）の

概念へと引き継がれる（拙論「初期ハイデガーにおける関心の中動態」『立命館哲学』第 28 集、

立命館大学哲学会編、2017 年 3 月、87-108 頁を参照）。 
24 Vgl. Gabriel, Markus, Das Absolute und die Welt in Schellings Freiheitsschrift (Bonner Philosophische Vorträge und 

Studien 25. Hg. von Wolfram Hogrebe). Bonn: University Press 2006, S. 33 und S. 62 Anm. 59 und Düsing, 
Edith, „Fichtes späte Religionsphilosophie“, in: Walter Jaeschke (Hg.), Der Streit um die Göttlichen Dinge (1799-
1812) mit Texten von Goethe, Hegel, Jacobi, Novalis, Schelling, Schlegel u.a. und Kommentar. Hamburg: Felix Meiner 1994, 
S. 125. 

25 ドイツ観念論の重要な精神史的水脈のひとつであるスピノザ主義に今後さらに光を投げかける資

料として、田中光が雑誌『モルフォロギア』（「ゲーテ自然科学の集い」編）に 10 年以上に亘り

掲載してきたヤコービの『スピノザ書簡』の翻訳を挙げておく。  
26 Vgl. Ethica, V. Prop. 32-36. 
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ある27。つまり単に神が神自身を愛するのではなく、神が人間を介して―つまり〈人間が

神を愛する〉という働きを介して―自己自身を愛するという自己愛である。スピノザ研

究者であるゲープハルトは、この再帰性が、「流出によって世界が神性から出来し、そして

またその世界が魂において神へ帰還する kehrt […] zurück」28という新プラトン主義の基本

的発想に淵源することを指摘する。言い換えれば、創造者から発した創造行為が人間の「知

的部分の働きを介して mediante 創造者に帰還する」（エブレオ29）30ところにこそ創造行為

の完成を見るという〈人間における知的認識を介した〉創造的円環性である。世界が「自

己自身を認識する erkennt sich selbst」働きの「自己認識の構造
．．．．．．．

autoepistemische Struktur」の「再

帰性 Reflexivität」31（ホクレーベ）である。実のところハイデガーの言う「プラトン的‐プ

ロティノス的原理」というものも、この人間における知を介した神ないし世界の再帰的な

自己視であったと考えられる。実際ハイデガーは、『自由論』の解釈にあたって、「全体と

しての存在者が自らを知る結構 das sich wissende Gefüge」（GA 42, 157）という再帰的な自己

知において不可欠な「本質的継ぎ目 Fuge」（Ebd., 157）として機能する「知る者 der Wissende」

（Ebd., 157）を人間に見ようとしている。この知は、単に〈私が
．．

知る〉という主観的知と

は異なる。それは、主観が対象を把捉する働きではなく、いわば人間における現出
．．．．．．．．

・現象
．．

のことなのである。人間の
．
知ではなく

．．
、人間における現出

．．．．．．
・現象としての知

．．．．．．．
である。全体

としての存在者の自己知のなかで介在的に働く、この人間における知こそ、ハイデガーが

『自由論』における根底と実存の中心としての人間における悟性、人間的自由における知

に認めた積極的側面であったように思われる。  

しかし、うえで述べたように、結局ハイデガーは、『自由論』の構想に解消し難い困難を

見る。それは、光が暗い根底を照らせば照らすほど、根底はさらに暗闇に自らを鎖すとい

う事態、これによって両者の「統一がますます統合不可能になるばかりではなく、互いに

引き離されさえする」（Ebd., 279）という困難である。すでに述べたように、「神の悟性の

なかに体系がある。しかし神自身は、体系ではなく、生命である」。それゆえ、悟性に対立

する根底は「体系の他者」（Ebd., 278）として排除されることとなるのである。従ってこの

体系の統一は、ハイデガーが求める全体としての存在者の統一ではないということになる

だろう。シェリングは体系の統一ということでそうした真の全体性の統一を考えていない。

それゆえ、ハイデガーにとってはこの全体としての存在者の自己知の働きに介在するべき

人間は、『自由論』では悟性の統一である限りの体系の統一を介在する者でこそあれ、全体

                                                           
27 スピノザは、「神は自己自身を愛する限りにおいて人間を愛する」（Ethica V. Prop. 36）のであっ

て、自らへの愛なしに人間を愛することはない。あるいは厳密には、「神が人間を愛するなどと」

（『短論文』、196 頁）は言えず、一切は神の内部にある神自身であるからして「神には他の物に

対する愛というものはあり得ない」（『短論文』、197 頁）と述べる（Vgl. Gebhardt 1921, 224）。  
28 Gebhardt 1921, 219. 
29 ゲープハルトによれば、「レネオ・エブレオは彼によってスピノザがプラトン主義との結びつき

に足を踏み入れた者として証明されている」（Ebd., 188）。エブレオはユダヤ人（教徒）であった

が、同時に強いプラトン主義者でもあった（Vgl. Ebd., 182-185）。  
30 レオネ・エブレオ（本田誠二訳）『愛の対話』平凡社、1993 年、439 頁。  
31 Hogrebe, Wolfram, Prädikation und Genesis. Metaphysik als Fundamentalheuristik im Ausgang von Schellings »Die 

Weltalter«. STW 772, Frankfurt am Main: Suhrkamp1989, S. 52. 
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としての存在者の自己知の結構、あるいは生命としての神を介在する者ではないことが明

らかになるのである。  

 

 

３節 後期シェリングにおける思惟以前的なもの  

 

このような見解に対しては、『自由論』は、むしろ、根底と実存の真の全体的統一を無底

によって考えようとしているのだ、という反論が予想される。むろんハイデガーがこの絶

対的無差別としての無底、愛としての無底をほとんど無視することは、先行研究によって

再三再四指摘されてきたところである 32。敢えて言ってしまうなら、『自由論』での無底に

関する論述は、人間との関係を扱うというより、単に理論的な支柱として挿入されている

印象が強い。「シェリングは本質的な歩みの必然性を見ていない」（Ebd., 280）という無底

についての論述をめぐる批判も、そこにおける人間の役割に関する洞察の欠如に向けられ

ていると言える 33。ここに、ハイデガーの無底に対する冷淡さの主たる要因があると考え

られる。本稿では、殊更に無底を論じることはせず、ハイデガーとシェリングの関係を探

るために、むしろ後期シェリングの思惟以前的存在をその視座として取り上げたい。これ

は、あらゆる可能性、あらゆる根拠に先行するそれ自身は没根拠的な実在として、無底の

問題と一定の連続性をなしている 34。よって本節では、次節以降の準備として、思惟以前的

なものの意味について簡単に示しておく。  

さて、後期シェリングは、消極哲学と積極哲学を対置して、両者がひとつの全体をなす

「唯一の哲学」（SW II-3, 94）を構想した35。消極哲学という名称は、理性のうちにのみ留ま

り、現実存在するものを度外視するヘーゲルに代表される従来の理性主義的、論理主義的

哲学を名指している。これに対して、シェリングは、理性は自らのうちに留まることなく、

自らの外に出て現実的内容を確保しなければならないとする。究極的現実とは、「もし〈或

るもの etwas が現実存在する〉と前提するなら、〈なにか或るもの irgend etwas もまた必然

的な仕方で現実存在する〉という帰結は避けることができない」 36というカントの言葉が

示す「あらゆる事物の究極の担い手」37として「無条件的な必然性」38、「人間的理性にとっ

ての真の深淵 der wahre Abgrund für die menschliche Vernunft」39である。そこでシェリングが

                                                           
32 この論点からの代表的研究としては、大橋良介「シェリングの無底と体系  ―ハイデッガーの解

釈との対決」『モデルネの翳り  ―シェリング『自由論』の現在』晃洋書房、1999 年、127-145 頁

が挙げられる。  
33 Vgl. GA 42, 280. 
34「シェリング自身は『自由論』のなかでこれ〔＝思惟以前的存在〕に「無底 Ungrund」の表現をあ

てている。なるほどシェリングは、この無底を彼の後期哲学において思惟以前的存在によって置き

換える。だが体系の機能的位置づけは同じものである」（Gabriel 2010, 96 f.）。  
35 藤田正勝「積極哲学と消極哲学」（西川富雄監修）『シェリング読本』法政大学出版局、1994 年、

320-332 頁を参照。  
36 KrV. B, 643. 
37 Ebd., 641. 
38 Ebd., 641. 
39 Ebd., 641. 



ハイデガーとシェリング（小田切建太郎） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.12 2018 

 

 

 

72 

構想したのが、歴史的世界の成立を可能にする「何かある積極的なものを、つまり意志や

自由、行為の遂行を想定」40して論じる積極哲学であった。意志や自由が意味をもつために

は、必然的に現実存在するものが意志や自由にとって如何ともし難いものではなく、いわ

ば融通の利く偶然的なものとして示される必要がある。「積極哲学の諸原理の別の演繹」41

では、つぎのようにその可能性が示される。  

 

ポテンツは、思惟以前的存在に先行しなかった。そのため、ポテンツは、この〈思惟以前的な現

実存在者〉の現実態
．．．

において克服され
．．．．

ることもできなかった。そのことによって、まさにこの思

惟以前的な現実存在者のなかに、〈排除されえない偶然性 nicht auszuschließende Zufälligkeit〉が置

かれるのである。（SW II-4, 338）  

 

ポテンツ（可能性）と現実性は対立的だが、相互に置換可能でもある。だがもし原初に

おいて可能性を現実性の出発点に置くとすれば、その出発点そのものがふたたび現実的で

なければならず、この遡行は無限につづく 42。よって出発点は現実性に置かれなければな

らない。現実的な思惟以前的存在が絶対的なプリウスなのである。これは、「〈存在可能な

もの〉を先行者としてのみ排除している ausschließt」（Ebd., 338）。だが、後続する偶然的な

可能性として排除してはいない。排除しないのみならず、思惟以前的存在は、これとは「別
．

の
．
存在 ein[…] andere[s] Seyn[…]」（Ebd., 349）の「ポテンツが現象することを初めて可能に

．．．
す

る」（Ebd., 338）とされる。排除しないという意味で可能にすることは、そもそもその別の

存在の可能性の現出を保証するものではなく、これは偶然的である。しかしこの他なる可

能性を自らのうちに許容する思惟以前的存在は、その反対も可能なものとして、つまりそ

れ自身もまた偶然的なものとして示されることとなる。つまり、この思惟以前的な現実性

は、それがそれでなくても可能なもの、別様であることが可能なものであるが、にもかわ

らずそれとして現にある、偶然的な必然性として明らかになる。  

理性的思惟にとってこの思惟以前的存在とは、「如何にわたしたちが早く来たとしても、

すでに現にあるもの」（Ebd., 341）である。これは人間の理性的思惟が、つねにすでに、そ

のうちに自らを見出さなければならない、自らが措定したのではない事実性である。そこ

でもっぱら本質や可能性に関わる理性は、純粋な事実として思惟以前的存在の何（Was）を、

本質を知らず、この事実性を「絶対的な自らの外 ein absolutes Außer-sich」（SW II-3, 163）と

して考える。しかし同時に理性は自らの限界を越えて「絶対的に脱自的 absolut ekstatisch」

（Ebd., 163）であるともされる。理性はこの現実存在を前にして「真の内容を現実的内容

として所有しえない」（SW II-4, 345）ことを看取するが、ここで理性は「自己の外に置かれ」

（Ebd., 345）、「この存在に対して身を屈する」（Ebd., 345）のである。だがしかし理性が身

                                                           
40 Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph, Einleitung in die Philosophie. Hg. von Walter E. Ehrhardt. Stuttgart-Bad 

Cannstatt: frommann-holzboog 1989, S. 13. 
41 Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph, Andere Deduktion der Principien der positiven Philosophie, in: Ders., 

Philosophie der Offenbarung. Ab. II. Bd. 4. Hg. von K. F. A. Schelling. Stuttgart: Cotta’sche Verlag 1858, S. 335-

356. 1841 年までには成立（諸岡道比古訳「積極的哲学の諸原理の別の演繹」『人文社会論叢 人文

科学篇』20、弘前大学、2008 年、17-18 頁を参照）。  
42 Vgl. Gabriel 2010, 90 f. 
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を屈するのは、「ただちにこの存在に向かってふたたび立ちあがるため」（Ebd., 345）であ

る。すなわち、「思惟以前的に存在するものとは何
．
であるのか was das unvordenklich Seyende 

ist」（Ebd., 345）という問いをもって立ちあがるためなのである 43。あるいは、「なぜそもそ

もなにかが存在するのか？ なぜ無ではないのか？」（SW II-3, 7）と問うためなのである。

ここに、シェリングにおける偶然的な思惟以前的存在と、これに対抗する理性的思惟の対

決的な振る舞いを見ることができる。これを確認して、次節に移ることにする。  

 

 

４節 思惟以前的なものとしての存在、あるいは自然の生命  
 

後期のハイデガーは、所々で思惟以前的なものを自らの言葉として使い 44、自らの存在

の別表現としている45。シェリングとの連関においてはつぎのように述べられる。（ i）「形

而上学は必然的に思惟以前的なもののところで終わる」（GA 73.2, 933）、（ ii）「シェリング

はこの思惟以前的なものをいまだ表象的思惟から理解している」（Ebd., 933）。（ i）は、ハイ

デガーの形而上学批判とシェリングの消極哲学批判の近さを匂わせるが、とりあえずは（ハ

イデガーの言う）思惟以前的なものが形而上学の限界を画すことを述べる。（ ii）は、シェ

リングもまた思惟以前的なものを形而上学的表象によって捉えてしまう、つまり本来の仕

方で思索していないと述べる。表象的思惟の意味と思惟以前的なものに相応しい別の思索

とはなにか。後期の対話篇「アンキバシエー〔＝接近〕」（1944/45）46によれば、表象的思

惟とは、具体的にいえば、超越論的‐地平的表象の思惟のことである。 

 

研究者  

この前、私たちは思索を超越論的‐地平的表象作用の形態において描き出しました。  

〔…〕  

教師  

それ〔＝超越論的地平〕は、諸対象の見相 Aussehen を凌駕する übertrifft ものです。 

学者  

ちょうど超越が諸対象の知覚を追い越す überholt ように。  

教師  

それゆえ、私たちは、地平と超越がなにを意味するのかを、凌駕 Übertreffen と追越し Überholen

によって規定するのです。（GA 77, 111）  

 

ハイデガーの見解を代表する「教師」は、「超越論的‐地平的表象作用」の本質を超越に

                                                           
43 藤田正勝「積極哲学と消極哲学」（前掲）、ここに関しては 329-330 頁を参照。  
44 Vgl. GA 77, 231. 
45 Vgl. GA 81, 143. 
46 Heidegger, Martin, Ἀγχιβαςίη. Ein Gespräch selbstdritt auf einem Feldweg zwischen einem Forscher, einem 

Gelehrten und einem Weisen, in: Ders., Feldweg-Gespräche [Erdachte Gespräche 1944/45]. Hg. von Ingrid 
Schüßler. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann 1995 (=Gesamtausgabe Bd. 77. III. Abteilung. 
Unveröffentlichte Abhandlungen/Vorträge – Gedachtes), S. 1-160. 



ハイデガーとシェリング（小田切建太郎） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.12 2018 

 

 

 

74 

おける「凌駕 Übertreffen」と「追越し Überholen」に見る。これは、形而上学期のハイデガ

ーが論じた現存在の地平的超越への自己批判でもあることは容易に見て取れる 47。ハイデ

ガーは、ここで凌駕や追越しといった地平的な超越そのものを問題視する。思惟以前的と

は、辞書的意味では、〈考えることができないほど古い〉、〈人類の記憶が及ばない〉過去の

事柄を指すが、これと類比的に、超越が凌駕することも追越すこともできないものこそ、

ハイデガーが同じ対話篇でシェリングの言葉を借りて「思惟以前的なもの」（Ebd., 146）と

呼ぶものである。超越に基づく表象的思惟が思惟できないものである。ハイデガーは、シ

ェリングを思わせる口ぶりで、これを「そこまで私たちが元来思索し入ることができない」

（Ebd., 146）もの、「それに先んじてはそもそももうなにも思索されえない」（Ebd., 231）

が、そこから「思索の本質が始まる」（Ebd., 146）ものと呼ぶ。しかしシェリングもまだ表

象的思惟に囚われていた。それはすでに見たように、〈思惟以前的に存在するものとは何で

あるか？〉という本質への問いに特徴づけられる理性的思惟を指すと考えられる。こうし

た形而上学の主導的問い「存在者とは何であるか？」（GA 65, 12）に対して、ハイデガー自

身は、むしろ「どのように存在は本質化するのか wie west das Seyn?」（Ebd., 54）を問う。こ

の点においてハイデガーとシェリングは別れる。シェリングが本質と事実（現実）の区別

を前提するのに対して、ハイデガーはむしろこの区別以前の存在の本質化（Wesung）の働

きへと遡及して問うからである。  

ところで、ハイデガーの言うところの存在の思惟以前性とは、この本質化の非覆蔵性の

うちよりほかにはないだろう。これは、「存在者がそのなかに現前するところの非覆蔵性」

（GA 67, 219）であるが、この「非覆蔵性それ自身はそれとしては覆蔵されたまま」（Ebd., 

219）のものである。存在そのものが非覆蔵性なのだが、非覆蔵的なのは現前してくる存在

者の方であって、「非覆蔵性の「非」は非覆蔵性自身に関して起こらない」（Ebd., 219）。こ

こに「自らを自己自身のうちに覆蔵する」（Ebd., 219）存在の自己覆蔵性がある。この自ら

を覆蔵する覆蔵性にこそ、後期ハイデガーにおける脱根拠性が隠されているというのが、

ここでの見立てである。  

存在者を一定のあり方において規定する存在の非覆蔵性は、現代で言えば第一の原初

（der erste Anfang）に発するゲシュテル（Gestell）という存在のゲシック（Geschick）の形

態をとっている。これは「人間的には超克され menschlich überwunden」（GA 79, 69）うるも

のではない。もし超越によって形而上学を別の原初、別のゲシックへ乗り越えるとすれば、

それ自体がふたたび形而上学である。なによりも、存在の思惟以前性は、超越によってそ

の背後に回り込んで、それをなにか別のものに置き換えることが不可能であることを告げ

ている。ハイデガーは、形而上学的意味での「超克 Überwinden」（GA 97, 497）を「超越の

絶えざる固定化」（Ebd., 497）として退け、むしろこれに対して、原初へ向けた「回想的思

索 das andenkende Denken」（Ebd., 497）を自らのものとして積極的に提示するのである。  

                                                           
47 『哲学への寄与』（1936/38）では、超越に対する批判的立場はつぎのように表明される―「存

在者を乗り越える übersteigen こと（超越）が問題なのではなく、そうではなく、この区別〔＝存在

論的差異〕を跳び越えそれでもって超越
．．

を跳び越える überspringen こと、そして、原初的な仕方で

存在とその真理から問うことが大事なのである」（GA 65, 250 f.）。  
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ここに、現‐存在としての人間における介在的な知の働きを見出すことができる。それ

は、存在そのものの自己覆蔵と自己贈与に介在する人間における知である。ここで知とは

単に現れではなく、また同時に隠れでもある。ヘルダーリンに即して言うなら、夜の時代

にあってすでに立ち去り、いまだ還らない神々を回想する 48詩作の言葉の内実ということ

になるだろう。「言葉が〔…〕思惟以前的なものを守る wahrt」（GA 74, 112）のである。そ

れは、「言葉が在りしものと来たらんとするものを守る」（Ebd., 112）ことである。在りし

ものが思惟以前的過去だとすれば、来たらんとするものも思惟以前的な将来の別の原初、

別のゲシックとなるだろう。この過去から将来への移行、第一の原初から別の原初の移行

において、人間における知、言葉が介在的な役割を果たす。ここで二つの別個の原初が置

かれるのではなく、むしろ同じ原初の自己変貌が問題である。介在された移行は、存在の

「ゲシックの変遷 Wandel」（GA 79, 69）、「第一の原初のまったき変貌」（GA 42, 279）、存在

そのものの自己変貌である。存在そのものが〈自らを変貌させる〉という意味では、これ

は存在の自己再帰的、それゆえ中動態的とも言える―神や人間の自由・意志によること

がない―自己変貌である。  

思うに、この自己変貌の運動は、フュシス、自然の生命の動きである。これはハイデガ

ーやシェリングがしばしばヘラクレイトスを引き合いに出して語る世界造化の火炎現象と

の近さのうちにある。つまり消えゆくものと新たに立ち上がるものとの同時的な対立と統

一からなるフュシス、自然、生命の自己反復である。たえず意志の形而上学と結びついて

いたシェリングではあるが、彼もまた初期からたえず自然の生命との近しさ、それゆえハ

イデガーの言うフュシスとの近さにいたこともまた事実である。彼はその後期の神話的考

察のなかでつぎのように生命の対立と統一を炎の運動に譬えていた―「対立が永遠に生

じつづけるのは、統一によってたえずくりかえし灼かれんがためである。そして対立が永

遠に統一によって灼かれるのは、たえずそれを新たに生き抜かんがためである」（SW I-8, 

230）。そこには同一性と同一性を壊す新たなものとの対立と統一の生命的な更新の過程が

ある49。同じものの二度三度の繰り返しではなく、そのつど「唯一的かつ一回的な einzig und 

einmalig」（GA 65, 385）フュシス、自然の生命的な出来事である。ハイデガーは、時にフュ

シスや存在の非覆蔵性を「竈の火」（Ebd., 228）と詩的、神話的に表現するが50、シェリン

グにとっても竈とは、「たえずおのれ自身を灼滅するとともにその灰からふたたび新たに

甦る生命の竈 der Heerd des beständig sich selbst verbrennenden und aus der Asche wieder neu 

verjüngenden Lebens」（SW I-8, 230）なのだった。ここからまた『自由論』の神が悟性の体系

に還元されえない生命とされていたことも象徴的に想起されるのである。言うなれば、人

間とは、その知、言葉のうちにおいて、自己自身が絶えずそのうちに生きるその秘匿され

                                                           
48 Vgl. Hölderlin, Friedrich, Brod und Wein. An Heinze [1801], in: Ders., Gedichte nach 1800 (Text). Hg. von 

Friedrich Beissner. Stuttgart: Kohlhammer 1951 (=Große Stuttgarter Ausgabe, Hölderlin Sämtliche Werke Bd. 
2-1), v. 31-36 und v. 115-122, S. 91-94. 

49 生命現象の一回性、反復性の問題については、檜垣立哉「単独的なものの様相  ―偶然性・一回

性・反復性」『哲學』No. 63、日本哲学会編、2012 年、115-130 頁が示唆的であった。  
50 拙論「〈根源の場所〉と〈かまど〉 ―M.ハイデガーのヘルダーリン解釈をめぐって」『立命館

哲学』第 27 集、立命館大学哲学会編、2016 年、95-125 頁を参照。  
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たフュシス、自然の生命の何故なし（ohne Warum）に燃えあがり、生きつづける炎の圏域

において、あるいはその傍らに座してそれを守る者である―たとえ隠された郷愁

（Heimweh）のうちにひとり「無用者」（唐木順三）の如く彷徨うとしても、それもまた、

「思惟以前的なものへ流離う（ヘルダーリン）」（GA 74, 100）という仕方で、忘却のまま家

郷的な竈に繋ぎ留められた人間の姿であろう。  

 

 

結び 
 

さて、本稿は、ハイデガーの形而上学期におけるある種の人間中心主義的思想の内実を

確認することから始められた。具体的には、第 1 節では、ハイデガーの形而上学構想と思

惟以前的存在との近さを、M.ガブリエルによるハイデガーの読解を批判的に瞥見しつつ、

その問題性についての指摘を梃子にして、後期ハイデガーへ目を移していった。第 2 節で

は、ハイデガーによる『自由論』の解釈を見ることにした。そこで、ハイデガーの関心を

摘出し、新プラトン主義に淵源するスピノザの「神の知的愛」に象徴される、神ないし全

体としての存在者における人間における知の介在性が見出されることとなった。これは、

ハイデガーの形而上学期における人間存在の超越に基づく超越論的‐地平的表象を基本と

する人間中心的な思想、すなわち現存在が現存在自身のために存在（世界）を投企すると

いう思想には見いだされないものである。従来、殊更に解明されることがなかった知の介

在的ないし媒介的位置づけ、その介在性は、後期のハイデガーの思想（形成）において重

要な役割を果たした、というのがそこで得られた見立てであった。  

この見立てのもと、第 3 節では、『自由論』解釈から、後期シェリングの思惟以前的存在

へ視点を移動させつつ、この二人の哲学者の比較考察のなかに現‐存在の問題としての人

間における知の介在性を解き明かすために、後期シェリングの積極哲学における理性的思

惟と思惟以前的ものとの関係を本質と純粋な事実性の形而上学的対立に見定めた。そして

最後に、第 4 節では、ハイデガーとシェリングにおける思惟以前的なものと思索の意味の

解明のなかで、存在そのもの、フュシスにおける再帰的、中動態的自己変貌という存在中

心的な出来事過程における、人間における知の介在という役割がヘルダーリン的な回想

（Andenken）のうちに示されることとなった。  

結局、そのようにして辿り着いたのは、地平的次元の超越運動には回収されえない、根

源的な自然の生命の実在的次元と人間的次元の〈関わりあい〉であり、そこへ向けた更な

る思索への促しであったように思う。つまり、ただ単に人間の理性、思考空間・表象空間

に〈底がない〉という事態が問題ではもはやないということである。むしろ、存在そのも

のにこそ〈底がない〉、という事態こそがより根本的である。それは、原因・由来の不在、

それについての知の不在とは言われえない。この問題に関しては、より詳細な解明が必要

である。だが、つぎのハイデガーの謎めいた言葉は、それについてのひとつの示唆として

受け取ることができるかもしれない―「偶‐然 Zu-fall も、もろもろの原因の系列のなか

にあいた穴とはなにか別のものです。〔…〕偶然は、同じもの das Selbe と同じ性 Selbigkeit
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の本質と親和的なのです。偶‐然においては、そのたびごとになにかあるものが再帰する

のです kehrt [...] zurück」（GA 77, 96）。 
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感性と悟性の共通の根 

―ハイデガー『カントと形而上学の問題』と 

カント『判断力批判』の交差点―1 

 

長坂 真澄（群馬県立女子大学） 

 

 

ハイデガーの『カントと形而上学の問題』（以下「『カント』書」と略）は、カント哲学

を超越論的構想力及び超越論的図式論を中心に捉え直す、画期的なものであった。しかし、

感性と悟性の共通の根を超越論的構想力に求め、その超越論的構想力に由来する悟性を理

性として捉えることを主張する2『カント』書の読解は、カントにおける理性の統一的役割

を構想力に移し替えてしまう強引さを持っており、その点でカント哲学の建築術に根本的

に反する危険を孕んでいた。  

本論考の目的は、『カント』書が示した、超越論的構想力を感性と悟性の隠された共通の

根とする読解を、『純粋理性批判』とではなく、むしろ『判断力批判』と対照させて再考察

することによって、この解釈が持ちうる新たな可能性を探究することにある。というのも、

『判断力批判』こそ、『純粋理性批判』が明言していなかった、感性と悟性の共通の根につ

いて、一つの可能な答えを与えてくれるように思われるからである。本論で見るように、

直感的（ästhetisch）3反省的判断が問題となるとき、認識判断の場合におけるような感性と

悟性の分断はもはや消滅する。ここでこそ、感性と悟性の共通の根として構想力を語るハ

イデガーの説が、説得力のあるものとなるように思われるのである。  

本論考が辿る行程は以下のとおりである。  

まず第 1 節にて、前提となる議論として、『カント』書が展開する解釈の要点のうち、本

論にとって重要な四点を振り返る。その上で、なぜこの解釈が―1950 年の第二版序文で

                                                           
1 本稿では、以下の略号を用いる（引用文中の強調はすべて原文に属す。〔  〕内の付記は引用者に

よる。なお、カントのドイツ語原文は現代の表記に改めて引用する）。  

Kant, Immanuel:  
AA: Kants gesammelte Schriften, herausgegeben von der Königlich Preußisschen Akademie der 

Wissenschaft, Reimer, 1900ff. 
KrV: Kritik der reinen Vernunft [1871/1878], in AA, Bd. III, IV. 
KU: Kritik der Urteilskraft: in AA, Bd. V.  

Heidegger, Martin: 
SZ: Sein und Zeit [1927], Tübingen, Niemeyer, 2001. 
GA: Gesamtausgabe, Frankfurt a. M., Klostermann, 1975ff. 

2 Cf. GA3 151, 後述。  
3 本稿では、熊野純彦訳『判断力批判』（作品社、2015 年）に倣い、“ästhetisch” を「直感的」と訳

す。ここで、「直感的」という語は「美的」という意味をも内包するが、それより広く快・不快の

感情に関わるものとする。この訳語には以下の利点がある。第一に、「感」という字により、この

形容詞が「直観」（Anschauung）とは異なり「感情」（Gefühl）へと関わること、なおかつ、「感

性論」（Ästhetik）に属すものであることが明示的となる。第二に、本論で後述する崇高判断も

“ästhetisch” な反省的判断に属すが、これを「美的」反省的判断と訳してしまうと、カントにおいて

重要な美の判断と崇高判断の区別（悟性と理性の区別がここには反映されている）が見えにくくな

ってしまう。“ästhetisch” を「直感的」と訳すことにより、このような問題が回避できる。  
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ハイデガー自身が形容するように―「暴力性」（Gewaltsamkeit）（GA3 XVII）を持ってい

るのかを確認する。  

より詳しくは、以下の順で議論を進める。  

1）ア・プリオリな綜合判断の存在論的認識（存在了解）としての解釈及び超越論的図

式論のハイデガーによる読解  

2）自己触発として捉えられる根源的に有限的な時間  

3）感性と悟性の共通の根が構想力であるとされること、またそのことが孕む問題  

4）構想力をその根源として捉え直される理性及びこの解釈が引き起こす問題  

次に第 2 節にて、『カント』書における解釈が、『純粋理性批判』が論じる認識判断では

なく、むしろ『判断力批判』第 1 部第 1 篇第 1 章「美の分析論」が論じる直感的反省的判

断においてこそ、成り立つと考えられる理由を説明する。 

その際、以下の順で議論を進める。  

1）ア・プリオリな綜合判断である直感的反省的判断における超越論的図式論（前節 1

に対応）  

2）概念なき図式化において起こる自己触発としての時間（前節 2 に対応）  

3）直感的反省的判断においては〈感じること〉が〈考えること〉と一体であること（前

節 3 に対応）  

4）直感的理念を描く構想力（前節 4 に対応）  

5）あらゆる規定的判断は反省的判断を前提すること、また、認識判断はその原初的段

階においては直感的反省的判断として捉えられること  

最後に第 3 節では、上記の解釈の可能性にもかかわらず、なぜハイデガー自身は、『カン

ト』書での構想力をめぐる議論を、『判断力批判』に積極的に結び付けることをせず、『ニ

ーチェ』の中で想起するにとどめるのかを考察する。  

 

 

第 1 節 『カント』書が展開する解釈に見られる特徴四点及びその「暴力性」

の所在の確認 

 

1） ア・プリオリな綜合判断の存在論的認識（存在了解）としての解釈及び超越論

的図式論のハイデガーによる読解  

知られているように、カントの『純粋理性批判』は、ヒュームの経験論によって、客観

的必然性を持たない単なる習慣的原理であるとされた因果律を、ア・プリオリな原理とし

て救うことを一つの動機として書かれた。そのためにカントは、ア・プリオリな綜合判断

（例えば「生起するあらゆるものには原因がある」という命題）が経験可能な対象の範囲

内では可能であることを主張し、このような判断が可能となる仕組みを提示した。この仕

組みにおいて重要な役割を果たしたのが、超越論的図式論であった。カントにおいて、認

識は直観と思考の結合であり（cf. KrV A15;B29f., A50f.;B74f.）、ア・プリオリな綜合判断は、

非経験的直観と非経験的思考の結合、すなわち、純粋直観と純粋思考の結合として捉える



感性と悟性の共通の根（長坂真澄） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.12 2018 

 80 

ことができる。ここで、図式とは何か。それは、カントの言葉を用いて言えば、一方で「概

念を感性的にすること」（[die] Begriffe sinnlich zu machen）、他方で「直観を悟性的にするこ

と〔自らに理解可能にすること〕」（[die] Anschauungen sich verständlich zu machen）を遂行す

るものである（KrV A51;B75）。ハイデガーが的確に言うように、図式は「純粋概念の感性

化」（Versinnlichung der reinen Begriffe）（GA3 91, §19）を行う。よって図式こそが、直観と概

念の媒介者となり、超越論的図式論のみが、純粋直観（時間・空間）と純粋思考（純粋悟

性概念）との結合がいかにして可能であるかを説明することができるのである 4。 

超越論的図式論を介して可能となるア・プリオリな綜合判断が、ハイデガーの読解にお

いて、存在論的認識であるとされるのは、それがいかなる存在者
．．．

の認識でもなく、むしろ、

存在者の認識の可能性の条件、すなわち、存在者の存在
．．

に関わるものだからである。確か

に、例えば火という原因の結果として煙が出るという認識において、火や煙といった存在
．．

者
．
の認識（現象の認識）と、火や煙の存在

．．
自体に関わる因果性の認識（範疇の認識）は、

まったく次元を異にするものである。  

よく知られているようにハイデガーは、綜合の働きを構想力に基づける『純粋理性批判』

第一版の範疇の超越論的演繹に依拠して説明する。そこでカントは、「直観における覚知」

（Apprehension in der Anschauung）、「構想力における再生」（Reproduktion in der Einbildung）、

「概念における再認」（Rekognition im Begriffe）という三つの綜合について語るが、これら

の綜合のそれぞれが、それはそれで構想力の純粋綜合によるものであることが明らかにな

る（cf. KrV A98-115）。というのも、上述のように、本質的に異他的である純粋直観と純粋

思考を結合することができるのは、媒介者である図式のみであり、そこにこそあらゆる綜

合の起源があると考えられるからである。直観における覚知や概念における再認（超越論

的統覚の統一性）も、純粋構想力による綜合を前提しているのである 5。 

                                                           
4 ここで、ハイデガーのカント解釈の独自性が際立つのが、範疇の解釈である。カントを読む限りで

は、範疇とは純粋悟性概念であり、Notio とも呼ばれる（カントは Notio を次のように定義してい

る。「概念は経験的概念
．．．．．

か純粋概念
．．．．

のいずれかであり、純粋概念は、それがその起源を（感性の純

粋形像のうちにではなく）ただ悟性のうちに持つかぎり、Notio と名づけられる」（KrV A320;B377））。

しかし、1927‐28 年マールブルク大学冬学期講義においてすでに、ハイデガーは、範疇と Notio とい

う二つの純粋悟性概念を表す語を区別していた。この区別は、ハイデガーが、形式的論理学（一般

論理学）と超越論的論理学を区別するカントの立場を高く評価することに由来する。彼にとって、

カントの偉大な功績は、何よりも、ア・ポステリオリな綜合判断（経験的心理学の対象）でも、ア・

プリオリな分析判断（形式的論理学の対象）でもない、ア・プリオリな綜合判断（超越論的論理学

の対象）を見出したことにある。超越論的論理学は、論理学とは言え、単なる悟性の学問（形式的

論理学）とは明確に区別され、直観と結合される思考を扱う（cf. GA25 167f., 252f., 266f., 284f., 301, 

322）。範疇は、形式的論理学の枠組みで理解されうるものではなく、時間という純粋直観との関

わりにおいて初めて実在的なものになるという限りにおいて、空虚な純粋悟性概念（Notio）から区

別されるのである。  
5 よく知られているように、カントは第二版では、綜合の働きを構想力ではなくむしろ悟性に帰す

（cf. KrV B133; GA3 §29）。第一版では、純粋構想力が、上記の三つの綜合の根源であると同時に、

上記の三つの綜合の一つでもあるという二重の役割を担っていたが、第二版ではその複雑さが修正

されるのである。とはいえハイデガーの解釈によるならば、これは、以下のことを意味することに

なる。超越論的哲学において超越論的構想力なるものを発見したカント自身が、経験的心理学と形

式的論理学の二項対立にいまだ囚われていた、それゆえ、超越論的構想力が経験的心理学的に（経

験的構想力として）捉えられることを恐れるあまり、形式的論理学的立場へと後退したということ

である（cf. GA25 318, 429）。 
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ハイデガーのこうした解釈が説得力を持ちうるとすれば、それは、カントが単に超越論

的感性論の内部のみではなく、超越論的論理学の内部でこそ、時間の問題を扱っているか

らである。つまり超越論的論理学は、単なる悟性の論理学（形式的論理学）ではなく、純

粋悟性概念と純粋直観（時間）との結合の仕組みを論じる論理学なのである6。 

カントは超越論的論理学、超越論的分析論の「原則の分析論」において、範疇（実体性、

因果性など）を現象へと適用する際に媒介の働きをなす図式を、超越論的時間規定として

記述している。範疇が単なる空虚な枠組みでなく、具体性を持つものとして表象可能とな

るのは、時間と結合することによってのみである 7。ハイデガーは言う。図式論こそが、存

在論的認識の「生起」（Geschehen）を作動させると（cf. GA3 89）。 

超越論的時間規定としての図式が純粋悟性概念（思考）と時間（直観）との媒介者とな

ることができるのは、それが一方では純粋悟性概念と同種性を持ち、他方で時間と同種性

を持つからである。カントによれば、範疇と超越論的時間規定が同種であるのは、それら

がともに 「普遍的」で「ア・プリオリな規則に基づく」からである8。しかしハイデガー

は、範疇と超越論的時間規定が同種であることは、範疇がすでに時間に根源を持っている

こと（cf. GA25 211, 365）、あるいは範疇が時間に依存していること（cf. GA3 86）9の証左で

あるとする。 

以上で、一方に時間があり、他方に純粋悟性概念があり、これが時間の超越論的規定と

いう図式を介して、範疇を具体的に定義することを可能にすること、よってハイデガーに

とって、この超越論的時間規定を産出する産出的構想力こそが、存在者の存在を生み出す

                                                           
6 このことは、1927-28 年のマールブルク大学冬学期講義から、1935-36 年フライブルク大学冬学期講

義（『物についての問い』）にいたるまで、ハイデガーによって繰り返し強調されている（cf. GA41 

174, 179 et passim.）。  
7 「したがって、範疇は、図式なくしては、概念のための悟性の機能に過ぎず、いかなる対象をも表

象しない」（KrV A147;B187）。 範疇は、図式なしには、対象をまったく表象できないのである。

例えば、量の範疇（単一性・数多性・全体性）は、時間
．．

という形式のもとで加算の手続きを捉える

ことを可能にする、時間
．．

系列という超越論的時間規定によって、初めて具体的に理解可能なものと

なる。質の範疇は、時間
．．

内容（時間
．．

の内容が満たされているか否か）という超越論的時間規定によ

って、実在性（時間
．．

の内容が充実されている）、否定性（時間
．．

の内容が空虚である）、制限性（時
．

間
．
の内容が制限されている）として初めて具体的に理解される。さらに、関係の範疇は、時間

．．
順序

という超越論的時間規定に応じて、実体（実在性が時間
．．

のうちで持続する）と属性（実在性が時間
．．

のうちで持続しない）、原因性／依存性（規則に従って事象が時間
．．

のうちで継起する、すなわち、

A が起これば常に B が起こる）、相互性（時間
．．

において、複数の事象が同時に存在し、互いが互い

の原因となって作用し合う）として初めて具体的に表象可能となる。最後に、様相の範疇は、時間
．．

総括という超越論的時間規定によって、可能性（対象が或る任意の時間
．．

において知覚と結合しう

る）、現実性（対象が或る特定の時間
．．

に現実的な知覚と結合している）、必然性（対象がすべての

時間
．．

において知覚と結合している）として、初めて具体的に表象される（cf. KrV A145;B184;GA3 

104）。  

8 「ところで、超越論的時間規定は、（この規定の統一性を構成する）範疇
．．

と同種のものである。そ

れは、超越論的時間規定が、普遍的で
．．．．

あり、ア・プリオリな規則に基づくものである限りにおいて、

そうなのである」（KrV A138;B177f.）。  
9 ハイデガーは、この箇所で、範疇は「純粋直観に依存している」（auf die reine Anschauung angewiesen）

としている。  
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ものであることが確認された。  

 

2） 自己触発として捉えられる根源的に有限的な時間  

このことはハイデガーにとって、超越論的構想力からこそ時間が湧出することを意味し

ている。ハイデガーは、時間が超越論的構想力から発する「仕方」（Art und Weise）が、自

己触発として捉えられることに着目する（cf. GA3 173）。この自己触発という考え方からこ

そ、ハイデガーは、カントの時間論が根源的に有限性を捉えることに成功していると見る

のである。 

カントは、時間を「心の変様」（Modifikation des Gemüts）（KrV B291）として捉える。そ

れは、心が、何らかの存在者
．．．

を受け取ることによってこうむる変様ではない。それは、「い

かなるものでもないもの」を受け取ることによる変様である。ハイデガーはそれを、「現前

するもの」（ein Anwesendes）を「受け取ること」（Hinnehmen）から区別する（cf. GA3 188）。

時間とは、存在者
．．．

ではなく、存在
．．

が与えられていることによる心の変様なのである。いか

なるものも外部から与えられているわけでもなく心自身が変様することから、カントはこ

れを、心の心自身による触発と捉える 10。ハイデガーはこれを、「純粋な自己触発」（reine 

Selbstaffektion）（GA3 188;cf. KrV A77;B102）、「自己が自己へと関わること」（Sich-selbst-angehen）

であると言う。これは 1927-28 年マールブルク大学冬学期講義では、「気遣い」（Sorge）と

結び付けられ（cf. GA25 397）、『カント』書では、「主観性の本質的構造」と捉えられてい

る（GA3 189）。 

ハイデガーにとって、この自己触発こそ、時間を、そして存在を、根源的に有限的なも

のとして捉える可能性を開く概念である。というのも、これこそ、（伝統的形而上学におい

て独断的に措定されるような）無限の時間―永遠―の派生形態ではない形で、有限的

な時間を捉えることを可能にするからである 11。カント自身は、ハイデガーの言う意味で

の根源的な時間と派生的な時間（「通俗的な」時間）という区別をしているわけではないが、

ハイデガーはここに、根源的な時間性の記述を見出すのである。  

 

3） 感性と悟性の共通の根が構想力であるとされること、またそのことが孕む問題  

さらに、ハイデガーは、純粋直観、純粋悟性の働きそのものが、純粋構想力によるもの

であるとする12。純粋直観（すなわち時間）が構想力によるものであることは、カントが時

                                                           
10 「もし我々が外部感官について、我々が外部的に触発される限りにおいてのみ、外部感官を通し

て客観を認識するのだということを認めるならば、我々は内部感官についても、以下のことを承認

しなければならない。つまり、我々が内部的に我々自身によって
．．．．．．．．

触発されるようにのみ、内部感官

を通して我々自身を直観するということを、である」（KrV B156）。  
11 『存在と時間』においてハイデガーは、「時間が『無限』であるという通俗的な時間解釈の主要

なテーゼ」（SZ 424）を、根源的に有限な現存在の時間性から派生するものとして記述しようとす

る。この有限的な時間の理解をカントの時間論のうちに見出す試みこそ、『存在と時間』の（未刊

となった）第 2 部第 1 篇の課題であった（cf. SZ 427, Fußnote 4）。『カント』書における時間の議論

は、この『存在と時間』以来の課題の延長線上に捉えられなければならない。  
12 直観と悟性の媒介者としての構想力という考え方自体は、アリストテレスに遡る。Cf. 齋藤元紀

「カントの現象学的解釈  ―超越論的時間地平の発見」『ハイデガー読本』、法政大学出版局、

2014 年、37‐46 頁。  
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間を「構想的存在」（ens imaginarium）と呼んでいることから、裏付けられるとされる13。純

粋悟性の働きが構想力によるものであることは、カントが図式論を「悟性の所作」と呼ん

でいることから、看取されると言う 14。ここで超越論的統覚も時間性を持つのかというこ

とが問題になる。ハイデガーは 1927-28 年マールブルク大学冬学期講義にて、超越論的統

覚（純粋悟性の働き）と時間（純粋直観）がつながっていることを示して初めて、自らの

共通の根についてのテーゼが成り立つ、と認めており（cf. GA25 359）、それは後の『カン

ト』書において詳細に検討される。カント自身は、超越論的統覚と時間を切り離している

が、ハイデガーは、超越論的統覚は、通俗的な意味での時間から切り離されるのみであり、

根源的には時間的であるのだと主張する 15。 

以上のようなハイデガーのカント解釈は、その独自性によって、カント哲学からの乖離

を告知している。確かに、ハイデガーがその炯眼をもって指摘するように、ア・プリオリ

な能力としての構想力の発見は、カントの偉大な功績である。しかし、他方で、彼が認識

の限界設定をなすという巨大な課題を持っていたことも、忘れることはできない。思考と

直観が分断されているからこそ、空虚な思考（直観と結合しない思考）と認識（直観と結

合した思考）の区別ができる。言い換えれば、カントにとって、感性と悟性の根は、「我々

にとって未知」（uns unbekannt）（KrV A15;B29）にとどまる。もしもこれが認識にもたらさ

れてしまうならば、それはもはや、カント哲学が設定する認識の限界を超えることになる。  

 

4） 構想力をその根源として捉え直される理性及びこの解釈が引き起こす問題  

ハイデガーは、感性と悟性の根を構想力に求めるだけでなく、さらに、理性をも構想力

から発するものであるとする解釈を展開する。カントにおいては、悟性が概念を通して客

                                                           
13 KrV A291f.;B347f.;cf. GA3 143. ここでハイデガーは、カントにおける四つの無の分類（cf. KrV 

A290;B347ff.）を参照している。第一に、対象のない空虚な概念としての無があり、これをカントは

「思考的存在」（ens rationis）と名付ける。その例は「本質体」 （Noumena）である。第二に、概

念に対する空虚な対象としての無があり、これをカントは「欠性的無」（nihil privativum）と呼ぶ。

カントの挙げる例は、影、寒気である。第三に、対象のない空虚な直観としての無が挙げられ、こ

れが「構想的存在」であり、その例が、純粋空間及び純粋時間である。第四に、概念のない空虚な

対象としての無が、「否定的無」（nihil negativum）と呼ばれ、自己矛盾する概念の対象がその例と

される。カントは言う。「直観の単なる形式」、すなわち時間と空間は、「実在的なものなくして

は、いかなる客観も形成しない」（KrV A292;B348）。  
14 ハイデガーは、カントの語る、「これらの図式における悟性の所作」 （das Verfahren des Verstandes 

mit diesen Schematen） （KrV A140;B179）、「我々の悟性のこのような図式論」（Dieser Schematismus 

unseres Verstandes） （KrV A141;B180f.）といった表現に着目する（cf. GA3 151）。  
15 カントにおいて、純粋統覚（「私は考える」）は、内容のない単なる形式であり、時間性を持た

ない。この形式に時間性を帰すことは、これを実体化することであり、カントが純粋理性の誤謬推

理としたもの（cf. KrV A341-405;B399-431）へと陥ってしまう危険を持つ。ハイデガーはこの点を熟

知の上で、カントが「私は考える」と時間性を引き離すのは、ただ、非本来的な時間性、すなわち

内時間性として時間を捉える場合においてのみだと主張する。つまり、根源的で本来的な時間性と

して時間を捉えるなら、純粋統覚（「私は考える」）は時間的なのであり、その際、統覚は実体化

されないため、誤謬推理に陥ることはないとされるのである（cf. GA3 192f.）。なお、カントもハイ

デガーも、「純粋統覚」と「超越論的統覚」を、ともに超越論的な統一を行う統覚を表現する二つ

の捉え方として用いており、事柄としては同一視しているように見受けられるが、中島義道は、「純

粋統覚」と「超越論的統覚」を峻別し、後者を時間的なものとして捉えている点で、議論の過程こ

そ異なるものの、結果的にはハイデガーの議論と親和性を持っており、興味深い（cf. 中島義道『カ

ントの時間論』［2001 年］、講談社学術文庫、2016 年、33 頁以下）。  
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体の多様を統一するだけではなく、理性がそれら概念の多様を、理念を通して統一する 16。

ハイデガーは、この理性がもたらす統一をも、超越論的構想力の根源的統一の働きに由来

するものと捉えるのである。  

この主張へと至るハイデガーの論拠を整理するならば、次のようになるだろう。第一に、

「理性が『一個の全体の形式』（“Form eines Ganzen”）（KrV 832;860）を表象する」（GA3 152）

からこそ、つまり理性が統一をもたらす働きを持つからこそ、それに応じて悟性にも、統

一をもたらす働きが付与される。第二に、この理性が、そもそもこの理念の「構築」（das 

Bilden）において「構想的性格」（Einbildungscharakter）を持っているからこそ、理性の統一

の働きに応じて表象の統一を行う悟性も、構想的性格を持つ。言い換えれば、ここでハイ

デガーが言わんとしているのは、理性とは、構想力にほかならないということである 17。こ

こで、我々は疑問を抱かずにはいられない。推論することと、構想（想像）することとは、

重ね合わされてよいのか。カント自身においては、（思考の規則に従う）推論と、（思考の

規則から自由である）構想とは、異なる営みである。カントは、理性が構築する超越論的

理想は、構想力の産物（つまり「感性の理想」）ではないと明言している 18。ハイデガーは

しかし、この点を踏まえた上で、自らの解釈を擁護する。いわく、カントは「超越論的理

想が経験的に生産的な構想力の所産であること」を拒否しているのみであり、それが「超

越論的構想力」の所産であることは、排除してはいない（cf. GA3 152）。 

ここに我々は、『カント』書における解釈の最大の魅力と同時に最大の「暴力性」を見出

す。超越論的理想が認識の彼方に位置するということは、カント哲学にとって決定的に肝

要である。ところがそれは、ハイデガーの解釈においては、認識能力の一つである超越論

的構想力の産物となってしまうのである 19。これは、超越論的弁証論を超越論的感性論と

超越論的分析論（とりわけ超越論的図式論）に回収してしまうことであろう。  

 

 

                                                           
16 「悟性は客体における多様を、概念を通して統一する。それと同様に、理性は理性の側から、概

念の多様を、理念を通して統一する」  （KrV A643;B672）。  
17 ハイデガーによれば、悟性の「構想的性格」は、悟性を理性として捉えることにより、より明ら

かになるとされる。「我々が、今到達された悟性の本質規定から出発して、純粋な自己意識に、ま

たその本質にさらに近づこうと試み、悟性を理性として捉えようとするなら、そのとき、純粋思考

が持つ構想という性格は、より明確なものとなるだろう」（GA3 151）。なぜなら、そもそも理性

は、「理念の構築」（ [das] Bilden der Idee）をなす能力であるからだとされる（cf. GA3 152）。この

ハイデガーの議論では、そもそも理性が構想力であるという主張の内容そのものが前提されている

ように思われる。  
18 構想力の産物としての理想は、たしかに「可能な経験的直観の到達しえない範型」であるが、「定

義や吟味ができるようないかなる規則をも与えない」（KrV A570;B598）。これに対し、「理性が理

性の理想をもって意図するのは、ア・プリオリな規則に従って、網羅的に規定すること」であり、

理性の意図する対象は、経験はそれに十分な条件を提供しないとはいえ、「原理に従って網羅的に

規定されるはずの」ものである（KrV A571;B599）。  
19 『カント』書から出発して超越論的仮象の問題を考察することの必要性を示唆している論考とし

て、以下が挙げられる。秋富克哉「深淵としての構想力」『ハイデッガー『存在と時間』の現在』、

南窓社、2007 年、132‐152 頁。また、『カント』書における超越論的理想の措定の危険を指摘して

いるものとして、以下の論考が考察のきっかけとなった。 Franck Pierobon, « Le malentendu 

Kant/Heidegger » in: Revue ÉPOKHÈ, Le statut du phénoménologique, n° 1 (1990), pp. 127‐202. 
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第 2 節 『カント』書における解釈を『判断力批判』「美の分析論」が論じ

る直感的反省的判断から再理解する試み 

 

さて、以上に見たように、ア・プリオリな綜合判断を存在論的認識（存在了解）として

捉えるハイデガーの解釈は鮮やかなものだが、構想力を感性と悟性、さらに理性の根源と

する説は、カントの設定した認識の限界を超えている。しかし、そもそも認識が問題とな

らない場合ではどうだろうか。ここで思い起こされるのが、カントが『判断力批判』第 1

部で扱う直感的反省的判断である。  

 

1） ア・プリオリな綜合判断である直感的反省的判断における超越論的図式論（前

節 1 に対応） 

カントが『判断力批判』第 1 部において直感的反省的判断として論じているのは、美し

いという判断、大・中・小であるという判断20、崇高であるという判断である。カントは、

この直感的反省的判断がア・プリオリな綜合判断であることを強調する。まずこの判断は、

主語（例えば或る直観の対象）が、主観的に、主語の中には全く含まれていない述語（快・

不快の感情）へと包摂されるという意味において、綜合判断である 21。また、直感的反省的

判断がア・ポステリオリな綜合判断だとすると、それはいかなる主観的普遍性をも持ちえ

ず、感覚判断と同じ、個々人の経験に依存する判断となってしまう。カントは美の分析論

において、美の判断を、質、量、関係、様相の観点から、関心なき適意（質）、主観的普遍

性（量）、目的なき合目的性（関係）、主観的必然性（様相）によって特徴づける。このう

ち美の判断が備え持つ主観的普遍性、主観的必然性は、この判断がア・プリオリでなけれ

ば成り立たないことの証左であるとされる 22。以上の二つの理由により、直感的反省的判

                                                           
20 カントは「大きさ」（Größe）の数学的判定と直感的判定を区別する。大きさの数学的判定におい

ては、最大量が存在せず、無限の進行が行われる。大きさの直感的判定においては、最大量がある。

カントによれば、「大」（groß）は純粋悟性概念ではない。しかし感官による直観でもなく、むろ

ん理性概念でもない。言い換えれば、「大」は悟性（思考）の対象ではなく、感官の対象でもなく、

理性による推論の対象でもない。「これは大きい」と判断するとき、主語「これ」は述語「大きい」

に包摂されるが、この述語が悟性概念ではないということは、この判断が、規定的判断（主語を包

摂させるための述語が概念としてすでに与えられている判断）ではないことを意味する。カントに

よれば、「大」は「判断力の概念」（AA V 248, KU §25）なのである。しかしここで、疑問が浮か

ぶ。理性は理性概念（理念）を形成し、悟性は悟性概念を形成するが、判断力は単なる包摂を行う

のみの能力であるから、判断力が概念を形成するとは言えないのではないか、という疑問である。

しかし、実は、判断力が概念を形成することは可能である。なぜなら、すでに与えられているよう

な述語概念がない場合に、それを模索するのが反省的判断だからである。直感的反省的判断は、概

念を感性によって模索し形成しようとするものだと考えることができるだろう。ただしそれは、客

観的概念ではありえない。  
21 「趣味判断〔つまり美の判断〕が綜合的判断であるということは、たやすく洞察できる。なぜな

ら、趣味判断は、客体の概念や客体の直観さえも超えて、まったく認識でさえないような或るもの、

すなわち、快（或いは不快）の感情を、直観に述語として付け加えるからである」（AA V 288, KU 

§36）。  

22 「（表象に結び付けられた自らの
．．．

快という）述語は、経験的である。にもかかわらず、趣味判断

は、あらゆる人に
．．．．．．

同意が要求される限りにおいて、やはり、ア・プリオリな判断なのである、或い

は、そのように捉えられることを求めている」（AA V 288f., KU §36）。直感的反省的判断をア・プ

リオリな綜合判断と特徴づけるカントに対して、これをア・ポステリオリな綜合判断であるとする
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断は、ア・プリオリな綜合判断なのである。  

ここで以下の確認をしておきたい。直感的反省的判断において働く構想力は、経験的構

想力ではないということである。カント自身がそれを超越論的構想力とは命名していない

ものの、あくまで超越論的哲学が視野に置かれているという意味において、我々はこれを

（広義の）超越論的構想力と呼ぶべきである。ただしここで「超越論的」という語は、認

識の成り立ちに関わるという意味での狭義の語法（cf. KrV A11f.;B25）から区別されるもの

とする。カントは言う。「かくして、判断力批判の課題は、超越論的哲学の一般的問題に属

すことになる。つまり、いかにしてア・プリオリな綜合判断は可能であるのか、という問

題である」（AA V 289, KU §36）。つまり、ハイデガーが『カント』書で問うた、存在了解と

してのア・プリオリな綜合判断がいかにして可能かという問題は、純粋認識判断において

のみでなく、直感的反省的判断においても解明されることが期待できるのである。  

では、この判断においては、ハイデガーが純粋認識判断において見てとった、存在論的

認識をあらわにする超越論的図式論は、展開されているだろうか。カント自身は『判断力

批判』において、「図式」という言葉を多用しない。彼は、認識判断において概念を直観化

する「図式」に対比させて、美の判断においては、「象徴」の概念を導入する。知られてい

るように、カントによれば、直観化つまり「感性化」（Versinnlichung）には、「図式」と「象

徴」の二通りがある。「図式」は、概念に対して直観が与えられるとき、「象徴」は、理念

に対していかなる直観も与えられようがないため、その代用として、その理念と規則にお

いて類似している対象の直観が与えられる場合に、用いられる術語である（cf. AA V 351ff., 

KU §59）。また、認識判断において、「図式的」（schematisch）、「機械的」（mechanisch）に行

われる、主語の述語への包摂に対して、直感的反省的判断においては、包摂が「技術的」

（technisch）、「技巧的」（künstlich）になされるとも論じられている（cf. AA XX 213f.）。この

ように、認識判断において用いる「図式」という語を、直感的反省的判断においては用い

ないように注意を払っているように見えるカントであるが、時折、この直感的反省的判断

においても、「図式」という言葉をなおも用いている。その例が、第 35 節にて、この判断

についてカントが説明しながら用いる、「構想力がいかなる概念もなくして図式化すると

いうこと」（daß die Einbildungskraft ohne Begriff  schematisiert）（AA V 287, KU §35）という表

現である。認識判断の場合は、規定された概念の感性化として、図式が構想力により産出

される。対して、直感的反省的判断においては、概念なき図式化、つまり、未規定的な概

念の感性化として、図式が構想力により産出されるのである。実際カントは『判断力批判』

第一序論「VIII 判定能力の感性論について」にて次のように説明している。判断力におけ

る構想力と悟性の関係は、認識判断のように客観的に考えられるのみならず、主観的にも

考えられる。後者の場合、構想力と悟性の関係は、一方が他方を促進したり妨害したりす

ることで心が触発されることによって、「感覚可能」（empfindbar）になる。この感覚は、「判

断力を通して悟性概念の感性化に主観的に結び付けられている」（ subjektiv mit der 

                                                           

反論は可能であろう。ただし、ア・ポステリオリな綜合判断は経験的心理学が扱う問題であり、超

越論的哲学の問題ではなくなってしまうため、カントはこれを扱わないのである（cf. AA V 296ff., 

KU §41「美に対する経験的関心について」）。  
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Versinnlichung der Verstandesbegriffe durch die Urteilskraft verbunden）（AA XX 223）。これはま

さに、上に見た、ハイデガーが図式を説明する際に用いた「純粋概念の感性化」

（Versinnlichung der reinen Begriffe）（GA3 91, §19, 再掲）という言葉と重なり合うのである。  

この概念なき図式化（未規定的な概念の感性化を可能にすること）は、構想力によって

経験的になされるものではなく、ア・プリオリになされるものである。この限りにおいて、

（カント自身は「超越論的図式論」という語を認識判断の場合に限って用いているとはい

え）我々は、この概念なき図式化についてのカントの教えを、広義の超越論的図式論と呼

ぶことができる23。これこそまさに、ア・プリオリな綜合判断はいかにして可能かという問

いに答えるものである。ここで図式は概念の感性化を行うとされるが、この概念それ自体

は未規定的であり、概念の形式
．．

のみがある。よって、概念の図式化ではなく、概念の形式
．．

の図式化がなされていると考えるべきである 24。では、ここに純粋直観はあるのか。それを

次に検討する。  

 

2） 概念なき図式化において起こる自己触発としての時間（前節 2 に対応） 

重要であるのは、直感的反省的判断においては、この判断が「S=P」―例えば「これは

美しい」（Das ist schön）―という形をとるにもかかわらず、主語である直観の対象と、

述語である快・不快の感情の結合が問題となっているのではない、ということである。直

観において供される存在者は、この判断のきっかけではあれ、構成要素ではない。快・不

快の感情は、構想力の対象であり、それによって心が触発される時、心は心自身を感じて

いるとされるのである。カントは言う。「〔表象が快と不快の感情に対して持つ〕関係を通

しては、客観における何ものも、指示されてはいない。この関係においては、主観が、表

象を通して触発されるがままに、自ら自身を感じているのである」（AA V 204, KU §1）。 

直感的反省的判断（例えば美しいという判断）において、感性が何らかの存在者を受け

取り、悟性がそれについて考えるという役割分担は消滅する。そもそも感性が外部から受

け取る存在者が、心を触発するのではない。これこれの存在者を外部から受け取るとは、

感性によって直観するということである。感性的直観によって受け取られたものは、悟性

概念と結合して、認識判断となる。しかし、直感的反省的判断において、感覚的快とは異

なる快が感じられるとき、その快は、認識されるのではなく、構想（想像）されている。

構想されるものは、実在するものではない。実在する何らかの存在者から触発されるので

はないにもかかわらず、私の心は変様を受ける。構想力の働きにより、心は自らで自らを

触発しているのである。  

                                                           
23 この語の用法は、リシールに見られる。リシールは、論考「思考の現象学的起源」（1980）にお

いて、『判断力批判』における「概念なき図式化」に着目し、『純粋理性批判』での超越論的図式

論は、むしろ『判断力批判』の「概念なき図式化」から再構築されるべきであるとし、後者を「現

象化の超越論的図式論」（schématisme transcendantal de la phénoménalisation）と名付けている。Cf. 

Richir, Marc, « L’origine phénoménologique de la pensée » (in: La liberté de l’esprit, n° 7 : le Cogito, Paris, Balland, 
octobre 1984, pp. 63-107), p. 87. 

24 すなわち、目的の概念を欠いた、合目的性という、概念の形式
・ ・

のみが、図式化されるのである。

このような理解を促すのは、リシールのカント読解である。Cf. Richir, « L’origine phénoménologique 

de la pensée », op, cit, p. 79sq. ; L’écart et le rien - Conversations avec Sacha Carlson, Grenoble, Millon, 2015, p. 83. 
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かくして、直感的反省的判断は心の心による自己触発であるということ、そこでは、（見

かけに反して）経験的直観も、また、概念も関わることなくして、図式化が遂行されると

いうことが確認された。では、ここにおいて、純粋直観はなされているのか。我々の考え

では、なされている。というのも、いかなる存在者をも受け取るのではない心の変様とし

て自己触発がなされている限りにおいて、この自己触発は、ハイデガーが捉えた意味での

時間の湧出にほかならないからである。カント自身は『判断力批判』において、時間を体

系的には論じていないが、時間についての記述が散見されないわけではない。ここで、美

の判断（構想力と悟性の共働）ではなく、崇高判断（構想力と理性の共働）について語ら

れる章（第 1 部第 1 篇第 2 章）における、時間への言及を参考に、美の判断における時間

について考察してみたい25。 

崇高判断について説明するに当たって、カントは、大・中・小であるという判断につい

て述べている。崇高判断は、この大が比較を絶して大である時、すなわち（数学的にでは

なく）直感的に無限である時に、下される判断である。ここで、直感的に捉えられる意味

での有限と無限が区別できる。さらにカントは、この崇高判断において、「把捉」（Auffassung）

と「総括」（Zusammenfassung）という二つの構想力の働きを区別する。把捉とは、構想力の

「前進」運動であり、総括とは、構想力の「背進」運動であるとされる。構想力による把

捉における前進は、「時間的条件」に従うとされるが、この時間的条件とは「時間的継起」

である。それに対して、構想力による総括における背進は、時間的継起において前進的に

対象を把捉するのではなく、すでに把捉されたものを一つの瞬間へと総括するという意味

において、この時間的継起という条件に「暴力」（Gewalt）を課すものであるとされる26。

この暴力は、総括されるものが大きければ大きいほど、顕著となる。よって、崇高判断に

おいては、構想力は自らに過大な暴力を課すことになる27。 

                                                           
25 「美の分析論」の内部でも、時間についての言及がないわけではない。例えばエスクーバはカン

トが第 12 節（「趣味判断はア・プリオリな根拠に基づく」）で用いる「滞留」（Verweilung）とい

う語に着目し、そこに時間論の可能性を見出している。Cf. Escoubas, Éliane, Imago Mundi - Topologie de 

l’art, Paris, Galilée, 1986. p 41. カントはその箇所で次のように述べている。「我々は、美しいものの

観賞において、滞る
．．

（weilen）。というのも、この観賞は、自ら自身を強め、再生産するからだ」（AA 

V 222, KU §12）。ハイデガーの『カント』書に精通した上で『判断力批判』を論じるエスクーバは、

ここから次のように述べている。「第 12 節で言及されるこの Verweilung は、おそらく、主観の『活

動』、それゆえ（主観に固有なものとしての）『内部感官』の一つの可能性、すなわち、主観の自

己‐触発としての時間の可能性である」。ただしエスクーバはここで、この滞留の「間」（Weile）

をむしろ「時間の中断
．．

」と捉えている（Escoubas, Imago Mundi, op. cit., p 41.）。  
26 「空間の（把捉としての）測定は、同時に、その空間を描くことである。したがってそれは、構

想における客観的運動であり、前進である。それに対して、多性を統一性へと総括すること―思

考の統一性ではなく、直観の統一性へと総括すること―、したがって、継続的に把捉されたもの

を或る瞬間へと総括することは、背進である。この背進は、構想力の前進における時間的条件を撤

廃し（wieder aufheben）、同時存在
．．．．

を直観的に表示する。それゆえ、総括は、（時間的継起は、内感

と直観の条件であるので）構想力の主観的な運動である。この運動を通して、構想力は、内感に暴

力をふるう。この暴力は、構想力が一つの直観へと総括する量（Quantum）が大きければ大きいほ

ど、顕著なものであるはずである」（AA V 258f., KU §27）。  
27 リシールはここに、思考ではなく直観がなす、多様の統一性への集約があると指摘している

（Richir, Marc, « La rencontre phénoménologique de l’instituant symbolique dans l’analytique kantienne du 

sublime » (in: Phénoménologie et institution symbolique - Phénomènes temps et êtres II, Grenoble, Millon, 1988, p. 91‐131), 

p. 102sq.）。ロゴザンスキーは、やはりこの箇所の読解から、構想力の暴力を、綜合そのものが持



感性と悟性の共通の根（長坂真澄） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.12 2018 

 89 

ここで、直感的な大きさの判定における無限（すなわち直感的な意味での最大量 28）にい

まだ達しない範囲内での（すなわち直感的に有限な）大・中・小であるという判断を考え

るならば、この判断は、大きな暴力を伴う総括にはいたらない把捉、つまり時間的継起に

従う前進とその平和的な総括と考えることができる。つまり、崇高判断にはいたらない直

感的反省的判断における自己触発は、（無限の時間という形而上学的前提に依拠しない）有

限な時間の湧出にほかならないと考えられる。認識判断において量の範疇が現象へと適用

される際、『純粋理性批判』の超越論的図式論によれば、時間系列としての超越論的時間規

定が図式として働くのであった。大・中・小の判断における構想力の把捉は、認識判断に

おける時間系列とよく似ているように見えるが、主観的、直感的に捉えられるものである

限りにおいて異なる。主観的であるにとどまる直感的反省的判断において、構想力は、客

観的な時間として構成される以前の、自己触発としての時間を湧出するのだと考えられる。 

以上により、ア・プリオリな綜合判断である、崇高判断にはいたらない直感的反省的判

断の解明が、広義の超越論的図式論を展開していること、そこでは心の心による自己触発

が認められること、それは根源的に有限的な時間の記述であることが確認された。カント

自身は上述のように、根源的時間性と派生的時間性を区別はしないが、ハイデガーによる

この区別は、『判断力批判』における、認識以前の心の変様を根源的時間性と捉えることに

より、可能となると考えられるのである。  

 

3） 直感的反省的判断においては〈感じること〉が〈考えること〉と一体であるこ

と（前節 3 に対応） 

ここでさらに、直感的反省的判断においては、感性と悟性が分断されず、一体となって

いることを示したい。カントは、上述のように、『判断力批判』第一序論「VIII 判定能力の

感性論について」 において、構想力と悟性が、一方が他方を促進したり妨害したりするこ

とにより、構想力と悟性の関係が感覚可能になるとするが、それに続けて、さらに以下の

ように述べている。「さて、この感覚は、客体の感性的表象ではない。しかしそれでもこの

感覚は、やはり、判断力によって悟性概念の感性化〔つまり図式の働き、上述〕と主観的

に結びついている限りにおいて、かの能力〔判断力〕の作用を通して触発される主観の状

態の感性的表象として、感性のうちに数えられることができる。また、判断は直感的、す

なわち感性的〔…〕と名付けられうるのである。それは、判断することが（すなわち客観

的には）（上級認識能力一般としての）悟性の行いであって、感性の行いではないにもかか

                                                           

つ暴力と捉える（cf. Rogozinski, Jacob, « Le don du monde »(in: Du sublime, Belin, 1988, p. 179‐210), p. 194）。

彼は構想力の暴力を強調するが、この暴力は、むしろ、理性が構想力に課すからこそ、構想力が自

らに課さざるをえないものであると我々は考える。なお、ロゴザンスキーの議論については、以下

の論考が論じている。宮﨑裕助「カント 超越論的構想力と構想‐暴力」『続・ハイデガー読本』、

法政大学出版局、2016 年、87‐94 頁、宮﨑裕助『判断と崇高 ―カント美学のポリティクス』知泉

書館、2009 年、n22 頁。  
28 上述のように、カントは、大きさの数学的判定と直感的判定を区別する。数学的判定においては、

最大量が存在しないため、より大きな量へと無限に進行しうる。それに対して、直感的判定におい

ては、比較を絶する大という最大量がある。理性が形作る無限の理念を、構想力は、直感的に無限

なものとして構想しようとする。  
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わらず、そうなのである」（AA XX 223）。 

ここでカントは、判断することは、本来は客観的なものとして、悟性の働きに属し、感

性の働きではないはずなのだが、直感的反省的判断は、感性的なものと名付けられると言

っている。実際、何かを美しいと感じることと、何かを美しいと思う／考えることを、区

別することはできない 29。直感的反省的判断において、感じることと考えることは一体を

なしているのである。ここで構想力は、〈感じること〉と〈考えること〉が分離する以前の

段階で働いていると考えることができる30。言い換えれば、ここでこそ、ハイデガーが言う

ように、構想力が、感性と悟性の共通の根となっていると考えられるのである。  

 

4） 直感的理念を描く構想力（前節 4 に対応） 

ここでさらに、ハイデガーが『カント』書で語る、超越論的理想を超越論的構想力の産

物として捉えるという解釈が、直感的反省的判断において成り立つか否かを検討したい。

ここで想起されるのが、美の理想について語られる第 17 節と、直感的理念について語られ

る第 49 節である。ここでは第 49 節に着目する31。 

第 49 節においては、理性理念の対であるような「直感的理念
．．．．．

」（ästhetische Idee）が語られ

ている。この理念は、多くを考えさせる構想力の表象であるにもかかわらず、いかなる規

定された思考も、つまりいかなる概念も、それに合致することができないものであるとさ

れる。それゆえ、いかなる言語も、完全にはこの理念に到達することがなく、またこの理

念を理解可能なものにすることもできない。このような直感的理念は、理性理念に対する

我々の欲望に、感性的な形式を与えるとされる（cf. AA V 314）。 

認識判断の場合は、真偽、つまり、真理と仮象との区別があり、超越論的理想は仮象で

あるし、いわんや、真なる認識判断の範囲内では、超越論的構想力が超越論的理想に到達

するとは言うことはできない。それに対して、直感的反省的判断においては、真理や仮象

といったことはまったく問題にならない。例えば何かを美しいと判断することは、その美

しさがそもそも実在するものではない限りにおいて、錯覚であるとか錯覚でないとかいう

                                                           
29 同様に、何かを大・中・小であると感じることと、そのように思う／考えることも、区別できな

い。これに対して、例えば「これは赤い」という認識判断を考えてみると、赤いと感じること（外

部感官を通して感性的直観を持つこと）と、赤いと思うこと（赤の概念を思考において持つこと）

は、別の事柄であることがわかる。  
30 リシールは、上掲の論考「思考の現象学的起源」において、『判断力批判』における「概念なき

図式化」においては、『純粋理性批判』の図式論では明らかではなかった思考の起源が示されてい

ると考える。美しいという直感的反省的判断においては、判断すなわち「思考」と、美を「感じる

こと」との区別不可能性があると彼は論じ、そこに思考の現象学的な起源を見出すのである。「直

感的判断においては〔…〕感覚（sensation）はすでに判断している（つまり、すでに思考している）。

それはこの判断が、対象に無媒介的に関わる限りにおいてである。この判断の効果は、翻って、こ

の感覚そのものなのだ。〔…〕ここには、考えることと感じることとの原初的な区別不可能性があ

る」（Richir, « L’origine phénoménologique de la pensée », op. cit., p. 78）。リシール自身は、この読解を

ハイデガーとは独立に、自らのカント哲学の現象学的再構築として行っている。  
31 第 17 節によれば、構想力が構想する美の理想は、それが美の理想を個において具現するものであ

る限りで、純粋な美の判断が持つような主観的合目的性としての自由を失い、概念として規定可能

な客観的合目的性（すなわち道徳性）へと固定されることとなる（cf. AA V 235ff.）。よって、それ

はもはや直感的反省的判断の領域を超え、論理的反省的判断であるような（cf. AA XX 235, 250）、

目的論的判断につながるものである。これについては、本稿第 3 節で立ち戻りたい。  
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こと自体が該当しない。それは構想（想像）の対象なのである。ハイデガーが『カント』

書において超越論的構想力の産物と捉えた超越論的理想は、これを直感的反省的判断にお

いて構想力が構想する（理性理念の対としての）直感的理念として捉えるならば、意味を

持つはずである。そこでは、超越論的仮象を取り除くという超越論的弁証論の課題は不必

要となるからである。  

 

5） あらゆる規定的判断は反省的判断を前提すること、また、認識判断はその原初

的段階においては直感的反省的判断として捉えられること  

さて、この直感的反省的判断こそ、そもそも、あらゆる規定的判断が前提するものであ

ると我々は考えることができる。なぜなら、既存の概念を前提とし、それを述語としてそ

の下に主語を包摂する規定的判断は、概念を前提することなく模索する反省的判断なくし

ては、確立されえないからである32。また、カントは言う。あらゆる認識判断は、その原初

においては、直感的反省的判断であったと 33。 

かくして、あらゆる認識判断の起源には直感的反省的判断があるならば、そしてこの直

感的反省的判断においては、感性と悟性とが、構想力を根として一体となっているならば、

ハイデガーの『カント』書での解釈が、ここにおいてこそ、精彩を放つと考えられるので

ある。 

 

 

第 3 節 超越論的構想力としての理性 ―後景へ退くカント 

 

さて、これまで我々は、『カント』書で展開される解釈（1. ア・プリオリな綜合判断にお

ける超越論的図式論、2. 自己触発としての根源的に有限的な時間、3. 感性と悟性の共通の

根としての構想力、4. 超越論的構想力により産出される理想）が、『純粋理性批判』におけ

る認識判断よりもむしろ、『判断力批判』「美の分析論」における直感的反省的判断と重ね

合わせるときにこそ、成り立つと考えられることを確認した。しかし、ハイデガー自身は、

『カント』書での解釈を『判断力批判』に結び付けることをしていない。かろうじて『ニ

                                                           
32 『純粋理性批判』での言葉を用いれば、「理性の必当然的使用」（特殊を普遍に包摂すること）

は、「理性の仮設的使用」（特殊から出発して、それが包摂されるべき普遍を探すこと）によって

まず普遍が模索されることがなければ、そもそもなされえない。Cf. KrV A646f.;B674f. 
33 『判断力批判』序論（VI「快の感情が自然の合目的性の概念と結合していることについて」）に

おいて、カントは、経験から得られた別々の自然法則が、一つの原理の異なる現れ方であることが

発見される際の快について語っている。ここで我々が想起するのは、物が重さを持っているという

現象と、衛星が惑星の周りを回るという現象が、万有引力の法則という一つの原理の二つの現れ方

であることが発見される際の快である。カントは言う。「最もありふれた経験であっても、このよ

うな快なしには、不可能であっただろう。それゆえにのみ、この快は、次第に、単なる認識と混ざ

り合い、もはや特に気づかれなくなったのである」（AA V 187）。つまり、何らかの認識が獲得さ

れる際に、それは快の感情（直感的反省的判断において感覚される感情）と混じり合っていた、と

いうだけでなく、そもそもそのような快の感情によって牽引されることなしには、人間は認識へと

導かれることがないということである。この点に注意を促しているのはデリダである。Cf. Derrida, 

Jacques, « Economimesis » (in: Agacinski, Sylviane, et al., Mimesis des articulations, Flammarion, 1975, pp. 55‐93), 
p. 65. 
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ーチェ』に所収の講義「芸術としての力への意志」（1936-37 年冬学期講義）の一節がその

可能性を示唆してくれるのみである。この節でハイデガーは、カントによる「美の分析論」

（質・量・関係・様相からの考察）のうち、質からの考察、すなわち、美は関心なき適意

として表象されることに触れ、これは―ニーチェ自身のカント理解に反して―美を陶

酔という面から捉えるニーチェの主張に相反しないどころか、一致するのだと論じる（cf. 

GA6-1 112）。とはいえ、ハイデガーはあえて『判断力批判』の議論に深入りしない。さら

に講義「認識としての力への意志」（1939 年夏学期講義）においては、『カント』書が描い

ていた、理性の起源としての超越論的構想力の概念を、むしろニーチェとの対話の中で展

開している。というのも、ハイデガーは、「理性の詩作的本質（das dichtende Wesen der Vernunft）

は、カントが初めて彼の超越論的構想力についての教えの中で、固有に見たのであり、考

え通したのである」（GA6-1 526）とした上で、「理性の詩作的本質」を看取するニーチェを、

カントの延長線上に位置づけ、ここでこそ「理性は〔…〕構想力そのものとなる」（Sie [die 

Vernunft] wird zur [...] Einbildungskraft schlechthin）と宣言するからである（GA6-1 527）。ここ

で、推論の能力と構想（想像）の能力が一つであることは、ニーチェの読解からこそ議論

されることになる。本節では、なぜハイデガーが、『カント』書での構想力をめぐる議論を、

『判断力批判』と結び付けることなく、カント以外の哲学者との対話において発展させる

のか34、その理由を考察する。  

すでに見たように、ハイデガーはカントの自己触発の概念を、時間を根源的に有限的な

ものとして捉える試みとして解釈する。しかし他方で、ハイデガーは、1927‐28 年のマール

                                                           
34 ただし、1935-36 年フライブルク大学冬学期講義（『物についての問い』）も、或る意味では『カ

ント』書の議論を受け継いでいる。とはいえ、超越論的構想力は完全に議論の背景に退き、むしろ、

1927-28 年のマールブルク大学冬学期講義以来の、「いかにしてア・プリオリな綜合判断は可能か」

という問題が、「物の物性」の問いとして、超越論的分析論第 2 篇「原則の分析論」第 2 章「純粋

悟性のあらゆる原則の体系」の読解から、入念に論じられている。この章でカントは、「あらゆる

綜合判断の最高原則について」（第 2 節）、また、「純粋悟性のあらゆる綜合的原則の体系的表示」

（第 3 節）について論じている。この第 3 節にて、「直観の公理」、「知覚の予料」、「経験の類

推」（第一、第二、第三の類推）、「経験的思考一般の要請」が扱われる。ハイデガーのこの読解

からあらわになるのは、「経験の類推」において、カントが再び「超越論的時間規定」（GA41 237）

を論じているということである。すなわち、第一の類推（実体の常住不変性について）、第二の類

推（因果性について）、第三の類推（相互性について）は、すべて時間の超越論的規定として理解

することができる。ここで問題となっている時間の超越論的規定は、（越論的図式論において論じ

られた）時間系列・時間内容・時間順序・時間総括ではなく、常住不変性（Beharrlichkeit）・時間継

起（Zeitfolge）・同時存在（Zugleichsein）（cf. GA41 234）である。よって、この講義は、時間の超

越論的規定を媒介として、純粋直観と純粋思考概念の結合を論じるという意味においては『カント』

書を引き継いでいる。さらに、「経験的思考一般の要請」の読解においては、カントにおける「可

能性」、「現実性」、「必然性」の概念が、伝統的形而上学に対する革命を含意していることが論

じられる。この革命は、これらの概念が、もはや単なる思考の次元ではなく、純粋直観との結合か

ら、「存在」の次元で論じられるということに存する。ここでの議論は、後の「存在についてのカ

ントのテーゼ」（1961 年講演、1962/63 年出版、GA9 445-480）へと結晶することになる。ハイデガ

ーはこの議論にこそ、存在者と区別される「存在」をカントが見てとっていたことの証を再び見出

すのである。Cf. 長坂真澄「デリダと存在神学 ―カント、ハイデガー、レヴィナスの交錯する場

所へ」『現代思想』43 巻 2 号、2015 年、308‐321 頁。なお、ハイデガーのカント解釈の変遷を、1925-

26 年『論理学』から後期に至るまで、包括的に俯瞰している文献として、以下のものがある。後藤

嘉也「『カントと形而上学の問題』 ―『純粋理性批判』の問いを時間の地平から明らかにする」

『ハイデガー本 45』、平凡社、 2001 年、127‐132 頁。  
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ブルク大学冬学期講義から、繰り返し、カントにおいてはこの有限性が、いまだ十分には
．．．．

根源的でないことをも強調している35。この文脈でハイデガーが言及するのが、超越論的

理想にほかならない36。ハイデガーにとって、超越論的理想を、確かに認識の対象とは認め

ないとはいえ、いまだ実践において措定するカントは、時間をほかならぬ自己触発そのも

のからのみ捉えることにいたっていないことになる37。ハイデガーのカント批判の要点は、

カントが根源的有限性の哲学の可能性を展開しているにもかかわらず、その有限性をやは

り実践においては無限との対照によって捉えていると主張することにある38。 

ここで触れたいのが、崇高判断と目的論的判断である。ハイデガーは『ニーチェ』講義

において『判断力批判』を高く評価しながらも、崇高判断や目的論的判断へと議論を展開

しない。理由は、上述のことと関係していると思われる。『判断力批判』は、美の判断とし

ての直感的反省的判断から出発し、崇高判断としての直感的反省的判断の議論を経て、目

的論的判断としての論理的反省的判断へと通じる。これは、ハイデガーにとっては、いま

だ（至高的存在者についての学という意味で）存在神学的‐形而上学的であったと考えら

れる39。 

ハイデガーは、カントの崇高判断や目的論的判断をめぐる議論が、自らの存在について

の思索を展開する上で、すなわち存在神学としての形而上学の解体を遂行する上で、適し

ていないと判断したのではないだろうか。理性を超越論的構想力として捉え直すハイデガ

ーにとって、美の分析論のみが、受け入れられる範囲に属していたのではないだろうか。

構想力を核概念として形而上学を解体するという企図は、カントよりも他の哲学者（ニー

チェ）のうちに対話を求めることへとハイデガーを向かわせたと考えられるのである。 

 

 

結論 

 

以上、ハイデガーが『カント』書で示す解釈のうち、四点（1. ア・プリオリな綜合判断

についての超越論的図式論、2. 自己触発としての根源的に有限的な時間性、3. 感性と悟性

の共通の根である超越論的構想力、4. 超越論的構想力として捉え直される理性）を確認し

                                                           
35 ハイデガーによれば、カントにおける人間の「有限性は、なおもただ外的に、被造物として規定

されている」（GA25 410）。 
36 カントは、「創造的直観」としての「根源的直観（ intuitus originarius）」を基準に「有限的認識を

査定している」とハイデガーは考える。つまり、カントの語る人間の有限性は、無限の実体から捉

えられるものであることになる。「超越論的理想」こそが、人間の有限性を有限性として捉えるた

めの基準となっているのである（GA25 416）。  
37 ハイデガーの見立てでは、カントは「産出的構想力」を「根源的に脱自的な時間性」として認め

るにはいたらなかった（cf. GA25 418）。  
38 ハイデガーは強調する。「現存在の有限性は、ただ現存在自身からのみ示されうる」のであり、

「創造神〔すなわち超越論的理想〕を前提する必要はない」と（GA25 155）。  
39 ハイデガーは、カント哲学は「プラトニズムの形態」に到達したとする。「超感性的なものは、

いまや実践理性の要請となった」（GA6-1 208）。とはいえ、カントにおいて、目的論的判断（「こ

の宇宙は…のためにある」、「私は…のために実存している」など）が論理的反省的判断であると

いうことが意味するのは、判断において主語を包摂する述語が未規定的な理念であることであり、

これはむしろカントの言う意味での「存在神学」（KrV A632;B660）の克服にほかならない。  
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た上で、これらの解釈が、『判断力批判』「美の分析論」において論じられる直感的反省的

判断においてこそ、成り立ちうることを示した。ハイデガーが『カント』書にて存在了解

として解釈した純粋認識判断と異なり、直感的反省的判断は、規定された概念を前提しな

い。つまりここでは、存在了解は、もはやいかなる概念をも前提とせず、認識ではない。

ただし同時にそれは、あらゆる認識判断の前提となるものである。  

たしかに、「これは美しい」（Das ist schön）という判断が下されるとき、そこでは、いか

なる存在者からの触発とも異なる形で―つまりいかなる客観的実在性も伴うことなく

―存在 （“ist”）の生成そのものが出会われていると考えることができる。それは存在者

を受け取る感性の働きによるのでもなく、概念を形成する悟性の働きによるのでもなく、

むしろ両者の根源となる、超越論的構想力の働きによる。無から表象を産み出す産出的構

想力があらかじめなければ、存在者を存在者として〈感じること〉はそもそも可能ではな

い。また、構想力がなす反省的判断によって概念が模索されることがなければ、一般的概

念を〈考えること〉はそもそも可能でない。  

このような解釈に基づくならば、ハイデガーが目指す存在への問いは、もはや、一般的

概念によって説明可能な存在についての学
．
―存在論―ではなくなることになる。直感

的反省的判断が主観的判断にとどまり、いかなる客観性をも保証しない限りにおいて、こ

のような直感的反省的判断において出会われる存在は、もはや客観的概念に基づく学の対

象とはなりえない40。そうであるなら、学ではなく、構想（Einbildung）‐詩作（Dichtung）

においてこそ、存在の運動そのものとの出会いが語られうることとなるだろう。最後に、

ハイデガーがプラトン『パイドロス』の読解で語っている言葉を引用して、本論考を締め

くくりたい。  

 

「美は、我々に最も直接的に到来し、我々を魅惑する。それは存在者として我々を打ちながら、

同時に、我々を存在への眼差しへと向かわせる。〔…〕美は、存在忘却から我々を引き離し、存在

への眼差しを与える。〔…〕それは存在を光り輝かせる〔…〕」（GA6-1 199f.）。  

 

 

Masumi NAGASAKA 

Eine gemeinsame Wurzel von Sinnlichkeit und Verstand  

― Der Kreuzweg von Heideggers »Kant und das Problem der Metaphysik« 

und Kants »Kritik der Urteilskraft« 

 

                                                           
40 ハイデガーとは独立に、カント『判断力批判』の現象学的解釈から、独自の現象学を打ち出すリ

シールにおいて、我々は同様の議論を見出す。「この概念なき反省的判断〔…〕は、単独の主観（或

る個人）によって表明される、単独の対象（芸術作品）についての判断である。それはこの対象が、

普遍的に、すなわち、至る処で常に、あらゆる可能な個人にとって美しいと表明する。とはいえ美

しさは、概念による認識の対象には決してなりえない〔…〕」（Richir, Marc, « De l’individu et du voyage 

philosophique » (in: Passé Présent, n° 1 : L’individu, Paris, Ramsay, décembre 1982, pp. 84-98), p. 89）。  
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生命における概念と規範 

―観念論の範型としての生命認識― 

 

大河内 泰樹（一橋大学） 

 

 

生長と生命は化学過程
．．．．

と見なされるべきだと、最近よく言われている。 

シェリング  

 

生命とはタンパク質の存在の仕方である。  

エンゲルス  

 

20 世紀の生化学は、生体と非生体との本性上の差異の抹消という、19

世紀の有機化学者たちの大部分が目指していた結論とは正反対の結論

に達した。  

カンギレム 

 

 

はじめに 

 

ドイツ古典哲学をテーマとすべきこの論考 1を時代も国も言語も異なる哲学者による次

の問いかけからはじめてみたい。  

 

概念はわたしたちが生命に近づくことを可能にすることができるのだろうか、あるいは〔できる

のだとしたら〕それはどのようにしてなのだろうか。ここで問われているのは概念の本性と価値

であり、生命の本性と意味である。生命の認識においてわたしたちは知性から生命へと前進する

のだろうか、それとも生命から知性へと歩むのだろうか。前者の場合には、知性はいかにして生

命に出会うのだろうか。後者の場合には、知性が生命をとらえ損ねることがどうしてありうるの

だろうか。最後に、もし概念が生命そのものであるのだとしたら、わたしたちが知性に近づくこ

とを可能にするのに、概念が適しているのかどうかが問われなければならないだろう。  

 

この引用は、カンギレムが 1966 年に行った講演「概念と生命」からのものである（Canguilhem 

1994, 336=2012, 390）。ここでカンギレムが問うているのは、生命の認識がそもそもいかに

して可能なのかということであり、知性が持ち合わせている概念によって、なぜわたした

ちは生命を認識することが出来るのか、ということであり、あるいはなぜ知性が生命を捉

え損なってきたのかということである。そして「もし概念が生命そのものであるのだとし

                                                           
1 本稿は、ハイデガー・フォーラム第 12 回大会・特集「ドイツ古典哲学」において行った報告を大

幅に改稿したものである。以下の「死せる犬」への言及については、この特集の趣意文を参照いた

だきたい。当日は司会の荒畑靖宏氏をはじめ出席者の方々から多くの助言をいただいた。また、井

頭昌彦氏からは講演原稿に対して建設的なコメントをいただいた。すべての疑問や指摘に答えられ

たわけではないが、改稿にあたっては大いに参考にさせていただいた。記して感謝したい。  
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たら」と条件法で述べているとしても、ここでカンギレムが主張するのは、「概念が生命そ

のものである」ということにほかならない。  

ドイツ古典哲学は、自然の認識を自然哲学として展開した 2。ドイツ古典哲学が「死せる

犬」であるとするなら、自然哲学はその最たるものであろう。「自然哲学」という用語は科

学史研究においてしばしば無意味で、科学の発展とは無縁な暗黒時代を差し示すもの、そ

れどころか科学の正常な進歩を妨げたものとして理解されている 3。現代哲学における自然

主義の隆盛においてはなおさら、道ばたのその哀れな遺骸が顧みられることもない。  

しかし本稿では、生命の認識という主題において、ヘーゲルの観念論的立場が、一定の

説得性を持っているということを示したいと思う。以下の箇所においてヘーゲルは、わた

したちが生命を認識するときに、何を行っているのかということを概念との関係で語って

いる。 

 

この物質
．．

は存在する物
．．．．．

ではなく、普遍的なもの
．．．．．．

としての存在、あるいは概念というあり方をして

いる存在である。（略）そこで、検証されなければならないのは、理性本能にとってその帰結がど

のような転回を遂げるのかということ、そしてそれによって理性本能による観察のどのような形

態が登場するのかということである。この〔理性認識を〕試行する意識の真理として我々が見る

ことになるのは、感性的存在から解放された純粋法則である。わたしたちはこの法則を概念とし

て目にするのであり、しかもこの概念は、感性的存在のうちにありながらも、感性的存在の中で

自立的かつ束縛なく運動するのであり、感性的存在の中に沈み込んでいながらそれから自由であ

り、単一な
．．．

概念なのである。本当は帰結
．．

であり本質
．．

であるものが、いまやこの意識にとってそれ

自体で登場するのであるが、それは対象
．．

として登場するのである。（略）概念の単一性においてそ

の過程を備えている、そのような対象が有機的なものである。（GW 9, 144-145）  

 

前提となっている文脈の理解なしには、難解な箇所であるが、少なくともここでヘーゲル

が、有機的なものの認識にあたっては、概念が感性的なものの中に存在し、概念が対象と

して見出されると理解しているのを見て取ることが出来る。上記のカンギレムの問いに対

するヘーゲルの解答はいうならば、「生命はそもそも概念であるのだから、わたしたちは生

命を認識できるのだ」（と少なくとも「理性」は思っている）ということになるだろう。  

わたしたちはこの観念論的主張を（『精神現象学』において理性として成立したのはまさ

に観念論であるとされていた）どのように正当化することが出来るだろうか。以下では、

この問いに「規範」という観点を導入することで答えることを試みたい。  

以下ではまず、1. 上記のヘーゲルの引用がヘーゲルのどのような生命理解を示している

のかを『精神現象学』においてこの引用部がおかれている文脈をふまえて明示した上で、

その背景にあるカントの有機体論の内容を確認する。そのうえで 2. ヘーゲルが論理学で

                                                           
2 ここでは「自然哲学」を、シェリングないしヘーゲルがそう明示して自分の哲学体系の中で位置づ

けた「自然哲学」だけでなく、カント及びカント以降のドイツ古典哲学に属する哲学者たちが、自

然ないし自然認識について扱った哲学的議論全般を指す広い意味で用いる。  
3 例えばアシモフ（2014）、中村（2013）。  
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扱っている概念と実在の一致としての「理念」における生命概念がどのようなものである

のかを簡単に確認したあと、3. 生命と概念をめぐるヘーゲルの思考が、規範論的観点から

もカンギレムと通じ合う点を持っていること、4. それが規範的ヘーゲル解釈の拡張を要求

するものであることを指摘する。そのうえで、5. この拡張の方向を、分析哲学において生

命について新たな論点を提起しているトンプソンを参照しながら提示し、最後に結論とし

て、生命認識における観念論が一定の積極的意義を持っており、同時に物理主義の放棄を

促すものであることを主張する。  

 

 

１．カントとヘーゲルにおける生命の概念  

 

『精神現象学』において、欲望の対象としての生命（自己意識章）ではなく生命の認識
．．

が扱われるのは、「実在の一切であるという意識の確信」（GW9, 133）としての理性に到達

してからのことである。この観念論としての理性は、これに先立つ「意識」が行っていた

感性的対象や法則の認識を新たな場でくり返しながら、まさにその「帰結」として、この

理性に固有の対象としての「有機的なもの」に向き合うこととなる。このことは、ヘーゲ

ルにとって自然認識のなかでも、生命の認識が概念との関係において特別な位置を占めて

いることを意味する。  

たしかに、『精神現象学』においてこの生命を認識する理性の立場はそれ自身乗り越えら

れていくはずのものである（したがってここで理性は「理性本能 Vernunftinstinkt」と呼ば

れている）。しかしまた、この立場を乗り越えたときには、意識の対象はもはや生命ではな

くなっているというかぎりにおいて、逆説的に生命の認識はこうしたあり方でしかあり得

ないことを主張していると言える。  

ヘーゲルはここでカントが『判断力批判』で展開した有機体論を再構成しながら、それ

よりも踏み込んだ有機体理解を示しているということができるだろう。そこでまずは、カ

ントの有機体論について確認しておきたい。  

上記の「自然のなかに概念を想定することなしに、自然を認識することは出来るのだろ

うか」という問いに対するカントの解答は自明であるように思われる。なぜなら、カント

にとって経験の対象である自然は概念（カテゴリー）によって構成されたものであるから

である。常にすでにそこに概念はある。しかし、カント以降の自然哲学において主に議論

されていたのはこの意味での自然に内在する概念ではない 4。 

カント以降のドイツ古典哲学が問題とみなしていたのは、カントが現象における客観性

を保証したのが作用的〔力学的〕因果性にとどまっていたということである。これによっ

て、自然が法則によって支配されていることは保証されたとしても、自然の中には法則的

必然性にしたがっているだけではなく、別の原理をもって動いているかのように見えるも

のもまた存在するように思われた。それは「その物体の諸部分は、その形式および結合に

関して、総じて相互に産出し合い、こうして自分の因果性に基づいて一つの全体を産出す

                                                           
4 筆者による、「ドイツ観念論」像の概要については大河内（2015）。  
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る」（Kant [1790] 1998, 485=2000, 29）ような対象、つまり有機体である。注目すべきは、カ

ントがここで有機体の認識における「ある概念」の役割を主張している点である。有機体

を前にしてわたしたちは、「客観についてのある概念に、それがあたかも（わたしたちの中

でなく）自然の中に見出されるかのように、客観に関する因果性を付与する」（Kant [1790] 

1998, 470=2000, 11）。この「ある概念」とはつまり目的である。しかし周知のように、カン

トによればわたしたちは、「目的にしたがった因果性」に作用的因果性と同様の客観性を認

めることは出来ない。そこに働いているのが、規定的判断力ではなく反省的判断力である

かぎりにおいて、この「概念」は現実を構成することは出来ない。したがって「そのよう

な（わたしたちがわたしたち自身の中に見出すような）因果性の類推にしたがって対象の

可能性を表象する」（Kant [1790] 1998, 470=2000, 11）しかないのである。  

わたしたちは、作用的因果性がわたしたちの認識能力の側に由来するということをもは

や認めないかもしれない5。しかし、むしろそのことによってカントの目的論的判断力にお

ける洞察がわたしたちにとって重要になってくる。それは、生命の認識における概念の役

割をわたしたちに示しているように思われるからである。  

実際カントは自然科学にとって「自然学の対象の固有の集合 eine eigene Klasse に関して、

目的論的な判定方法 Beurteilungsart を自然学 Naturlehre の原理として使用することは、有機

的存在者における自然目的の経験的諸法則に関して許されているだけではなく、また不可

避でもある」（Kant [1790] 1998, 496=2000, 42）と主張する。しかし、客観的な自然の一部で

はないのにもかかわらず、自然について理解するにあたって必要であるというのはどうい

うことなのだろうか。その概念は自然に属するものであってはならないのにもかかわらず、

自然の中にあるものと見なされなければならない。カントは反省的判断力がその下に経験

を包摂する蓋然的概念として目的を導入することで、生命認識における概念の必要性を逆

説的に示していると言える。  

上記のヘーゲルの「観察する理性」における、有機体の認識についての理解は、有機体

の原理が「概念」であることを指摘するかぎりで、カントの議論を焼き直しているという

こともできる。しかし他方で、理性はこの「概念」が対象自身の中に内在していると理解

しているからこそ、そこに有機体を認識することが出来るのであり、ヘーゲルがここで描

いている「観察する理性」はむしろカントの制約を超えて概念の実在性を認めているので

ある。 

 

 

２．理念としての生命 

 

このように『精神現象学』の理性論は、たしかに有機体における概念の実在性という論

点を打ち出しているが、この立場は『精神現象学』という著作の特殊性上（つまりそこで

描かれているいずれの立場も絶対知に向かう中で乗り越えられていく一段階である）ヘー

ゲル自身の有機体についての見解を示すものであるのかは明確でない。しかし、ヘーゲル

                                                           
5 筆者は必ずしもこれにコミットするものではないが、本稿ではさしあたりこれを前提とする。  
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にとって生命は自然である以前に論理学のカテゴリーであり、それは「充全な概念」つま

り、実在と概念との統一としての「理念」であるとされている。『大論理学』概念論でいわ

れているように、生命は「端的に概念によって貫かれた」客観性（GW 12, 182）なのであ

る。 

論理学において「生命」を扱うということが特異であることについて、ヘーゲルは自覚

的である6。ここでヘーゲル論理学のコンセプトを詳細に述べることは出来ないが、しかし

ヘーゲルが論理学のカテゴリーとして「生命」を扱うのは、「生命」を論理的概念として導

入しなければ、他の概念（概念、判断、推理、という一般的な論理的カテゴリーはもちろ

ん、存在や、実体や、因果性なども含めて）によってはまだ適切に理解することのできな

い論理構造を持った対象（有機体、あるいは精神 7）が存在すると考えていたからだろう。 

さらに重要なのは、論理学においては、生命に先立って「機械論 der Mechanismus」と「化

学論 der Chemismus」が扱われている点である。まさに、彼の時代の科学によって見出され

ていた三つの自然領域をヘーゲルは論理学の中に取り込んでいるわけである 8。しかし、ヘ

ーゲル論理学において「機械論」、「化学論」のあとに直接続くのは有機体論ではなく「目

的論」であり、しかもこの目的論で扱われるのは、有機体の内的目的論ではなく、目的‐

手段関係を示す外的目的論である。つまり、主観的概念である目的が、手段と結果の間に

ある「機械論的」「化学的」必然性をつうじて実現されるプロセスであって、有機体に見出

されるような客観的目的論ではない。この目的論においてようやくこの外的な目的手段関

係が客観性と一致することによって 9、機械論、化学論、目的論からなる「客観性」は、生

命としての理念に到達する。 

したがって、論理的概念としての生命は「客観性を自分に適合した仕方で定立する」（GW 

12, 182）統一であり、「目的の手段と道具が、達成された目的」（GW 12, 184）である有機体

Organismus である。つまりそこでは、部分を道具 Organ としながら、その目的はその部分

（分肢 Glieder）からなる全体の維持であり、その意味で目的と手段は一致している。そし

てその部分が切り離されるならば、「通常の客観性の機械的および化学的関係に戻って行

く」（GW 12, 184）ことになる（切り落とされた手足はもはや生命ではなく、物理的・化学

的対象である）。ヘーゲルはここでまず「a. 個体的生命」として、一個の有機体の中に、感

受性、刺激反応性、再生産という三つの原理が（それぞれ普遍･特殊･個別として）存在す

ることを指摘し10、次に「b. 生命過程」として環境との物質代謝（それは外にある機械的・

                                                           
6 「生命の理念はあまりに具体的で、そしてもしそう言いたければ実在的な対象に関わるものである

ので、通常の論理学の表象にとっては、これによって論理学の領域が踏み越えられてしまったかと

思われかねない」（GW 12, 179）。Cf. Thompson 2008, 25-27. 
7 「生命章」冒頭部における、自然における生命と精神における生命についての記述を参照（GW 12, 

179-181）。  
8 したがって、ヘーゲルにとっては有機体のみならず機械論的自然においても、化学現象において

も、「概念」が働いていることになるが、この点についてはここではこれ以上扱わない。  
9 なぜ概念と客観性がここで一致しうるのかは問題ではない。ヘーゲルはもちろんどんな目的論的

行為も成功するということを主張しているわけではない。それは外的目的論と内的目的論（有機体）

との論理的関係の記述として読まれるべきである。  
10 生命をこの三つの原理で説明するのはヘーゲルのオリジナルではない。シェリングも用いている

ほか、もともとはフォン･ハラー、キールマイヤー等の生理学者に由来する。また 18・19 世紀人だ
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化学的過程が有機体のうちに取り込まれ、排出される過程である）を、最後に「c. 類」に

おいて生殖と死を扱っている。  

 

 

３．規範と生命の認識 

 

前節では、ヘーゲルの論理学における「生命」概念の位置づけと中身を非常に雑ぱくに

確認したにすぎないし、わたしたちは必ずしも、有機体や生命についての原理的考察と、

当時の経験的な科学的知見に基づく概念とからなるこの複合物をそのまま生命の正しい概

念として受け入れる必要はない。ただそれが、機械論と化学論を前提としながらそれに還

元されるものではないこと、生命を実在する論理として記述しようとする一つの試みであ

ったことを確認しておこう。こうした生命の理解は、カンギレム自身が理解していたより

も彼の生命理解と響き合うものを示している。まさに、くり返しカンギレムは有機体を物

理学や化学に還元することを批判し、生気論に一定の意義を認めていたのである。  

たしかに、なぜわたしたちが生命を認識することが出来るのかという問いに対するカン

ギレムの解答は、簡略化していうならば「わたしたちが生物であるから」というものであ

る11。他の箇所でカンギレムは述べている。「もし仮に生命が、自分の生活する環境の変化

に応じて、プラスやマイナスの方向に反応するものではないとするならば、どんな生物も

決して医術的な技術を発達させはしなかったろう」（Canguilhem [1966] 1999, 80=1987, 108）。

わたしたち自身の生命についての認識である医学は、わたしたちが他の生物と同様に環境

と関わり合いながら、自らを再生産しようとして医術を発展させてきたがゆえに、進歩し

てきたというのである。  

ただし、カンギレムもまた、単純に人間の意識、ひいては科学的認識を自然史的プロセ

スの中に還元してしまうわけではない。まさに上記の講演で、カンギレムは生命における

概念のはたらきを見ているのであり、生命と概念の関係をめぐる議論を哲学史的・科学史

的に再構成するなかで、ヘーゲルを積極的に援用してもいる 12。しかし、ここではカンギレ

ムが示唆したのとは別の方向で、このカンギレムの議論とヘーゲルの生命論との接合を試

みたい。それが「規範性」という論点である。  

                                                           

けが三つ組みを好むわけではない。長沼によれば「教科書的には「代謝」「増殖」「細胞膜」の 3

点セットが生命を特徴付けるキーワードとされている」（長沼  2017, 43）。  
11 だからそこでカンギレムは、生命の一部である認識主体がどうして生命を捉え損なってきたのか

という科学史上の問題を扱わなければならなくなる。冒頭の引用を参照。  
12 ただし、ヘーゲルの「概念」と遺伝情報を重ね合わせるカンギレムの見立ては、あまり説得的だ

とは思えない。むしろ、以下では意識を持つ存在が生命であるのと同時に、生命は意識にとって概

念として構成されたものであるという、生命と概念の相互包摂の方向にカンギレムの議論を誘導す

ることが目指されることになる。坂本（2017）も、ヘーゲルとカンギレムの類似と差異について論

じており、筆者も教えられるところが多かったが、坂本が規範性に言及するのはむしろ両者の違い

の文脈である。本稿はむしろ生命の規範性という点において両者をつなごうとするものであるが、

坂本が両者の差異を指摘する際に強調するカンギレムにおける生命の normativité は「規範創造性」

と訳されるようにカンギレムに独特の意味で用いられており、これは本稿で論じている規範性より

も強い概念である。したがって本稿は、ヘーゲルとカンギレムに坂本が指摘する違いがあることを

否定するものではない。  
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カンギレムは、生命が規範的であることを強調していた。それにたいして近年の分析哲

学におけるヘーゲル・ルネッサンスにおいて、ヘーゲルの概念は「理由の空間」を意味す

るものとして、規範的なものだと理解されている 13。 

しかし、このヘーゲル哲学のいわゆる規範的解釈は、いくら知覚において概念が浸透し

ていることが主張されるとしても、そもそも「理由の空間」の外に、「法則の領界」（マク

ダウェル）が存在していることを前提している。これによって、むしろ自然は規範から自

由な領域と考えられており、さらにそこで生命ないし有機体が論じられることはなかった。 

ところが、ヘーゲルが認識の方法論を論じながら、「分類」、「定理」に先行する「定義」

について次のように述べているとき、そこにカンギレムが想定しているのと似通った規範

性を、ヘーゲルが概念の中に見出しているように思われる。  

 

しかし、劣った植物、劣った動物などは依然として、植物、動物などである。したがってもし劣

った性質 das Schlechte が定義に取り入れられているべきであるならば、経験的に〔定義をなす性

質を〕探し回っても、それが本質的とみなそうとしている性質は、そうした性質を持たない先天

的奇形 Mißgeburte の例によって、その手を逃れてしまう。例えば身体を持つ人間にとっての脳の

本質性は無脳症児の例によって、国家にとって生命と所有の保護という本質性は専制国家や僭主

的統治の例によって〔定義から〕逃れ去ってしまう。（GW 12, 214）  

 

ここでヘーゲルがユークリッド幾何学を参照しているのは明らかであるとはいえ、この引

用箇所で定義と言われているものはむしろ、非経験的な約定としての定義ではなく、むし

ろ、リンネが行ったような分類における経験的な種属の定義だと考えた方がよいだろう。

また、ここで例として国家について触れられていることからわかるように、ヘーゲルは必

ずしも生物種の定義だけを考えているわけではない。しかしここでヘーゲルが定義につい

て語っていることは、わたしたちが生物の認識にあたって暗黙裏に認めている規範性を指

摘しているように思われる。  

ヘーゲルが指摘しようとしているのは、経験的なものから帰納的に、ある種を定義する

概念を見出すことは出来ないということである。もし、わたしたちが無脳症児の特徴を人

間の定義からはずしてしまうのだとするのならば、そこで得られている概念規定は経験か

ら得られているのではないことになるだろう。ヘーゲルによれば、わたしたちが劣ったも

の、特異なもの、病理的なもの、奇形、あるいは怪物的なもの 14をそれとして認識するのは、

その生物の中にある「概念」が故にである。  

このことは、カンギレムが生物に見出す規範と重なり合うように思われる。カンギレム

によれば、近代力学 la méchanique moderne が基礎におく慣性の原理が運動の方向や変化に

たいして「無関係であること l’indifférence」に基づくのに対して、生命は自分の条件に対し

て無関係ではない。生命は自分の環境に価値を持って関わるのである。生体が自分のおか

れた状況に対して、「形態的解決や機能解決」（Canguilhem [1966] 1999, 91=1987, 123）を見出

                                                           
13 Brandom 1994, 2002, McDowell 1994. またこの規範的解釈については大河内（2014）も参照。  
14 Cf. Canguilhem [1965] 1965, 171-184=2002, 200-217. 
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す限りでその生体は正常 normal である。したがって、生物学的正常さは統計的事実ではな

い（Canguilhem [1966] 1999, 81=1987, 109）。むしろそれは生命体それ自身によって作られた

価値であるという15。規範は生命体の側にある。カンギレムが挙げる例によれば「食物同化

のかすが有機体によってもはや排泄されなくなって、内部を詰まらせたり内部に毒を発生

させたりするとき、これらは全て、実際には、（物理的、化学的等の）法則に従っている。

しかし決して有機体自体の活動という規範には従っていない」（Canguilhem [1966] 1999, 

79=1987, 106）。つまり物理･化学法則が正しく働いているにもかかわらず（もちろんそれは

いつも正しく働いていなければならない）、あるいはまさにそれゆえにその生体は正常で

はない。そして異常が異常であるのは、認識者にとってではなく、「生体が、その生体の言

葉で異常なものとして自分自身に、または他人にとって現れた」からである  （Canguilhem 

[1966] 1999, 79=1987, 114）。カンギレムが生気論に好意的なのは、このように生命は、それ

が規範的であるかぎりにおいて、物理法則や化学法則に還元できないものを持っていると

思われるからである。この生命の、物理・化学的対象に対する規範的剰余が概念と呼ばれ

ているのである。  

 

 

４．ヘーゲル哲学の規範的解釈の拡張  

 

以上の示唆は、近年のヘーゲル哲学の規範理論的な評価に拡張を強いるものであるよう

に思われる。マクダウェルにおいてもブランダムにおいても、規範は〈理由の空間〉に属

するものであることが前提されている。特に前者は〈法則の領界〉としての自然には因果

的必然性が貫いていることを前提としながら、規範的な〈理由の空間〉がわたしたちの知

覚経験にまで及んでいることを主張する。「概念に限界をみとめない」ヘーゲルが評価され

ているとしても、そこで想定されているのは人間の認識の内側でのことである。動物もま

た知覚するのだとしても（当然するだろう）、それはわたしたちと同じ仕方でするのではな

い。なぜならマクダウェルによれば、わたしたちの知覚能力は陶冶されることで「第二の

自然」となっており、それはすでに理由の空間に属しているのに対して、動物の知覚はあ

くまで〈法則の領界〉のうちにあるのだからである（McDowell 1994=2012）。 

マクダウェルは〈理由の空間〉と〈法則の領界〉とを、たしかにこのように二元論的に

とらえているものの、他方では動物から人間の意識への自然史的な連続性を認めてもいる

（McDowell 1994, 88=2012, 151; 大河内 2017）。それにたいしブランダムはより截然と、人

間とそれ以外の生物を区分する。彼によれば「我々」だけが、規則の理解にしたがって行

為することが出来るのであり、オウムは、サーモスタットと同様に、理解をもたずに法則

に従っているに過ぎない。「理由を与え、求めるゲーム」の参加者たる「我々」たり得るの

は、〈知る能力 sapience〉をもつ人間だけとされるのである（Brandom 1994: 3-7）。 

このようにブランダムは、マクダウェルよりもはっきりと、〈理由の空間〉を〈法則の領

                                                           
15 カンギレムはこの、自分の norm を作り出すこうした生体のあり方を normatif と呼んでおり、訳

者は「規範創造的」と訳している（Canguilhem [1966] 1999, 797=1987, 104）。  
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界〉から区別する。ではブランダムの理論において科学的認識はどのように理解されてい

るのだろうか。ここで参考になるのは彼のハイデガー『存在と時間』解釈である。  

ブランダムは論文「主題化する存在としての現存在」で、ハイデガーの主題化

Thematisierung の議論（SZ 363）に着目し、これを積極的に評価している。彼がハイデガー

の現存在分析を自分の規範的語用論に関連づける独特の解釈を提示しながら批判するのは、

現存在 Dasein と用具存在 Zuhandensein は客体存在 Vorhandensein なしでも可能であり、特

定の態度をとることによって前者に後者が派生的に塗り重ねられるのだとする「〈レイヤ

ーケーキ〉モデル“layer cake” model」である。それにたいし、ブランダムの主張するところ

によれば、主題化のはたらきがなければ、現存在も用具存在もないとされる（Brandom 2002, 

328-239）。この独特な解釈の是非をここで論じることはできないが 16、ブランダムが、こう

して科学的認識を現存在の特定の態度から理解しようとするハイデガーを積極的に扱って

いることは興味深い。  

ただし、そのときにブランダムによって想定されているのは、物理学をモデルとする科

学であろう。もし生命を認識することが、自然の中に概念を見出すことであり、その点に

おいて物理的対象や化学的過程を認識することとは異なっているのならば、主題化ないし

客体化 Objektivieren という一つの態度に自然に対する科学的な態度を還元するべきではな

いはずである17。 

ここには二つの問題があるように思われる。ひとつは、物理的自然を扱う態度と別の態

度が生命を理解するのに必要なのだとしたら、それはどのようなものなのか、という問題

である。もうひとつは、生命の中に規範性を見出すとして、その規範性はどのような射程

を持つものであるのかという問題である。その規範は社会的にもわたしたちを拘束するこ

とになるのだろうか。しかしこれは危険な帰結をもたらすように思われる。なぜなら、生

命として劣っているものが社会的にも劣っているものであることが肯定されかねないから

である。ここにはこう言ってよければ規範から規範への自然主義的誤謬があるように思わ

れるが、そう言いうるためには二種の規範が明確に区別されなければならない。  

 

 

５．「生命形式」の規範性とふたつの規範  

 

ここでは、理由の空間における「理由を与え求める」関係の中で行為者に相互に帰属さ

せられる規範性を「義務論的規範」、生命の概念が持つ規範性を「正常性の規範」と呼ぶこ

ととしよう。したがって上記のふたつの問題は、この「正常性の規範」をどのように理解

すべきなのかというひとつの問いに置き換えられることになる。  

この問題を考えるにあたって有益な示唆を与えるのがトンプソン（Thompson 2008）であ

                                                           
16 この解釈に対する批判として Habermas 2004。  
17 これはブランダムのハイデガー解釈の問題ではなく、ハイデガー自身にすでに胚胎する問題であ

ろう。「すくなくとも主要なテクストの上では、ハイデガーは動物あるいは生命一般の問題を、あ

くまでも人間的現存在との比較、それも現存在に対する欠如性という方向からの比較においてしか

語っていない」（串田  2008, 69）。  
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るように思われる。生命の概念を分析哲学に導入するにあたって、彼がヘーゲルの生命概

念を参照している点が興味深いが、とはいえ生命と概念の結びつきを強調するのに用いら

れている以上には、ヘーゲルの生命概念を深く検討しているわけではない。また、以下に

述べるようにトンプソン自身は、それに際して、生命概念と規範との結びつきを否定して

いる。しかし、彼の「生命形式」についての議論を詳細に検討するならば、それはカンギ

レムが問題にしていた規範概念を言語の側から論じることを可能にしていると思われるの

である。以下、この点について確認していこう。  

トンプソンの戦略は生命の内実を言語分析から明らかにするというものである。彼はま

ず、生物学者たちが生命を定義する際に用いる用語を分析しながら、その用語が科学的に

明らかにされた生命をいかに正確に表現しているのかを検討するのではなく、そうした言

語がわたしたちの生命理解をいかにとらえ損ねているのかを指摘する。そのうえで、そう

した用語がとらえ損ねているわたしたちの生命理解を「生命形式 Life Form」とよび、この

生命形式に関する「自然誌的判断 natural historical judgement」がどのような論理形式を持つ

のかを明らかにするのである。トンプソンはヘーゲルのように意識のあり方からではなく

論理形式から生命を扱うわたしたちの言明が持つ特殊性を明らかにしようとしていると言

える。 

トンプソンが挙げる例の一つは、「馬は四つ足動物である」という判断である。この自然

誌的判断は「全ての馬は四つ足動物である」を意味するとしたら誤りであることになって

しまうだろう。この命題は明らかに偽であるからである。したがって、この文は「全ての

適切に形成された馬は四つ足動物である」を意味するはずだということになる。こうした

判断の変形は、自然史的判断が規範的なものであることを示しているように見える。しか

し、トンプソンによればその文の中の「適切に形成された」という表現は規範的意義を含

むわけではない。それは、一見そう見えるように馬という名詞を限定している（「適切に形

成された馬」）わけではなく、「適切に形成された…は…である」という形式はひとまとま

りで、この判断が自然誌的判断であることを示す「しるし sign」なのだという（Thompson 

2008, 74）。 

しかしまた、別の箇所でトンプソンは、この自然誌判断が一定の意味で規範的であると

も述べる。それは、主語となっている種の「基準 measure, standard」を与えるのである。そ

こで注目されるのは、この判断が、「自然的欠損」に関わる推論的帰結を持つとされている

点である。  

トンプソンが「『自然的欠損』のある非常に抽象的なカテゴリー」と呼ぶものは次のよう

な推論の形をとるとされる。つまり、  

 

“The S is F” および “This S is not F” から、“This S is defective in that it is not F” が推論される。

（Thompson 2008, 76）  

 

トンプソンのこの主張は次のように理解できるだろう。「馬は四つ足動物である」という

判断は、「すべての馬は適切に形成されているべきである」とか、「〈四つ足でない馬が馬で
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あること〉が否定されるべきである」とかいうことを意味するわけではない。この意味で

はこの判断は義務論的な意味で規範的であるわけではない。それにたいし「馬は四つ足動

物である」が意味しているのは、馬という種において「正常な normal 馬は四つ足動物」で

あり、「四つ足動物でない馬」は欠損を持った馬、カンギレムの言葉では anormal（異常な）

馬であることを意味する。自然誌的判断が規範的なのは、「生命形式」が正常と異常を区別

するこうした基準を持っているから、つまり「正常性の規範」という意味においてのこと

である。  

このようにトンプソンは、「生命形式」をめぐる判断が独自の論理形式を持つことを明ら

かにする。トンプソンはこの発想をヘーゲル論理学から得ているのだが、わたしたちは逆

にトンプソンの仕事から、ヘーゲル論理学をこうした「生命形式」の論理的記述の試みと

して見ることが出来るだろう。  

 

 

結論 

 

ドイツ古典哲学の自然哲学が現代顧みられない理由の一つは、その観念性であろう。も

ちろんヘーゲルも含めた自然哲学者たち（特にシェリング）が、当時の科学の経験的な成

果を積極的に取り入れていたことはいくら強調してもしすぎることはない 18。とはいえ彼

らが「演繹」ないし「体系」の名のもとに、その成果に観念的な連関を与えようとしてい

たことは間違いない。当時の化学の進歩が、物質の「力学的構成」を主張していたカント

を困惑させたのは間違いない。その問題は『オプス・ポストゥムム』にまでつづいている。

それにたいしてシェリングの自然哲学はまさに化学を組み込んだ物質の構成理論の試みで

あった。こうした自然哲学の観念的性格は生命に特権的な位置づけが与えられたことと結

びついている。つまりシェリングにおいては、自然はむしろまず有機体として理解される

ものとなり（『世界霊について』）、さらに有機体は、力学（機械論）、化学にたいして、自

然においてもっとも高次の存在（高次のポテンツ Potenz）とされた。すでに見たようにヘ

ーゲルの『大論理学』、そして『自然哲学』もまた、この序列付けを継承しているといって

よい。 

しかし、多くの自然科学者が、多くの場合は無自覚でありながらも置いている想定、つ

まりもっとも基礎的な自然の解明である物理学の比較的小さな対象世界の上に、比較的大

きな単位を扱う化学的過程、さらに化学的過程の複雑化したところに生物学の対象である

生体があるという想定は、どれだけこの「自然哲学」から離れることが出来ているのだろ

                                                           
18 しかしまた、彼らに科学の経験的成果を伝えていた自然科学者たちは、はたして哲学者ではなか

ったといいきれるだろうか。例えばトレヴィラヌスは、自らの著書のタイトルで「生物学 Biologie」

を「生ける自然の哲学 Philosophie der lebenden Natur」といいかえているし（Treviranus 1803）、ラマ

ルクの著作は『動物哲学 Philosophie zoologique』（Lamarck 1809）であった。現代における自然科学

と哲学の関係を考える際に過去を参照するとしたら、そこでどのような哲学と自然科学の分業があ

ったかではなく、両者が緩やかに接合していた知のあり方がどのように変容し、方法論的に画一化

された科学が哲学を追いやり、哲学に残されている領域を必死に探さなければならないほどの状況

に追い込まれたか功罪を考えるべきだろう。  
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うか。少なくとも、「全体は部分の総和である」という機械的還元によって、生体を説明す

ることには困難が見出されている。そこで行われている「創発 emergence」という概念の導

入は、まさにヘーゲルが悟性の「説明」に見出していたトートロジーの現代における一実

例であるように思われる 19し、カンギレムが言うように生気論に必要なのが「ただ生命的

事実のオリジナリティを認めること」（Canguilhem [1965] 1992, 182=2002, 182）だけであるの

だとすれば、それはすでに生気論である。  

物理的、化学的に還元できない生命のオリジナリティを本稿では、カンギレムとトンプ

ソンに依拠しながら「正常性の規範」に見出してきた。カンギレム自身の normatif という

語の用語法は置いておくとしても、カンギレムとトンプソンはいずれも正常性としての規

範を生命認識において不可欠なものとして見出している。この規範性なしに生命を理解す

ることが出来ないのだとするならば、わたしたちはカントのように生命の実在性を否定し、

主観的な投影とするか、物理学をローカル化する、つまり物理学によってすべては説明で

きるという意味での物理主義を放棄するしかないはずであり、生命の認識における概念の

構成的役割を認めなければならないはずである。  
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Was sind Personen? 
Überlegungen zu einer relationalen Ontologie der Person 

 

Thomas Buchheim (Universität München) 

 

 

Vorbemerkung 

 
Der Begriff  der Person besitzt mindestens in der europäisch-westlichen Zivilisation, Kultur 

und Philosophie enorme Bedeutung. Er hat hohe Wert- und Begründungslasten zu tragen 

und ist einer der Grundbegriffe aller Ethik und Jurisprudenz. Eine klare und plausible 

Explikation seines Sinns ist eine wichtige philosophische Aufgabe und Gegenstand breiter 

Diskussion in der Philosophie, den Sozialwissenschaften und der Theologie. Es sind drei 

große Gedankenkreise, in denen sich seine Bedeutung entfaltet. 

 
(1) Zum einen durchzieht er die Grammatik mindestens aller europäischen Sprachen durch 

die Unterscheidung von „erster“, „zweiter“ und „dritter Person“ in der Konjugation von 

Verben. In diesem Sinn ist Person immer das angesprochene Gegenüber von Sprechenden. 

Denn auch, wer „ich“ sagt in der ersten Person, spricht nur, weil er gegenüber von 

Sprechenden spricht. In der Philosophie des Geistes der letzten Jahrzehnte hat sich die 

wichtig genommene Rede von der Ersten-Person-Perspektive (first-person-perspective) etabliert. 

Alles Mentale, also das, was früher die Seele oder Beseeltsein hieß, wird in seiner 

Besonderheit von manchen Philosophen heute gern auf  die Erste-Person-Perspektive 

zurückgeführt. Diese Perspektive ist immer dadurch gekennzeichnet, dass sie die Perspektive 

von jemandem ist, die/der sich selbst als das Gegenüber einer ebensolchen Per 

spektive auf  ihn begreift. 

 
(2) Zum andern ist Person jeder Träger von Rechten, von Verantwortung und von Freiheit. 

Weil jemand Person ist, nicht weil er ein Mensch ist oder ein lebendiges und fühlendes oder 

                                                           
 Den Verantwortlichen des Japanischen Heidegger-Forums und insbesondere seinem Vorsitzenden, Prof. 

Dr. Hiroshi Abe von der Staatlichen Universität in Kyoto danke ich für die großzügige Einladung 
zur Jahresversammlung des Forums 2017 und die ehrenvolle Gelegenheit, meine Überlegungen zum 
Begriff  der Person zur Diskussion zu stellen, die hier zum ersten Mal in Originalsprache publiziert 
werden. Außerdem gilt mein besonderer Dank Prof. Abe für die große Mühe der Übersetzung ins 
Japanische, durch die diese Überlegungen einer größeren Leserschaft in Japan zugänglich gemacht 
werden. 
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sogar denkendes und intelligentes Wesen, billigt man ihr oder ihm Rechte, Freiheit, 

Verantwortung zu. Zwar spricht man von ‚Menschenrechten’ und ‚Menschenwürde’, so als 

wäre der Zubilligungsgrund von Rechten und Würde das Menschsein. Aber sobald man sich 

fragt, warum gerade und nur Menschen Rechte, Freiheit und Würde haben sollen und nicht 

auch gewisse höhere Tiere mit intelligenten Leistungen und sogar in manchen Fällen 

wenigstens ansatzweise einer ‚theory of  mind’, dann kommt der Begriff  der Person ins Spiel: 

Menschen haben Rechte, haben Würde, haben Freiheit, eben weil sie Personen sind. 

Warum aber oder in welcher Eigenschaft sind sie Personen? Man wird nicht wiederum 

antworten können: weil sie Menschen sind. Und warum sind intelligente Tiere keine 

Personen? Man kann wohl kaum sagen: Weil sie nicht sprechen oder keine Zeichen 

gebrauchen. Denn es scheint Tiere zu geben, die Zeichen gebrauchen und sich miteinander 

verständigen. Es liegt nicht an der Intelligenz und nicht am Zeichengebrauch. Selbst 

ungeborene Kinder gelten z.B. nach dem deutschen Grundgesetz als Personen (haben Recht 

auf  Leben und körperliche Unversehrtheit), obwohl sie weder sprechen noch intelligente 

Leistungen erbringen. 

Wenn, Person zu sein, der Grund für die Zuerkennung von Rechten, Würde, Freiheit 

und Verantwortung an gerade Menschen ist, dann sollte dies Sein nicht wiederum als 

Ergebnis einer weiteren Zuerkennung oder Zuschreibung angesehen werden. Zwar gibt es 

bestimmte Rechte (wie z.B. das Wahlrecht), die einer Person nur zukommen, insofern sie 

Bürger eines bestimmten Staates ist. Und Staatsbürger zu sein ist natürlich selbst das 

Ergebnis wiederum einer Zuerkennung unter bestimmten Bedingungen. Aber mit dem 

Begriff  der Person verhält es sich anders: Er ist die letzte Basis oder der letzte Grund für eine 

Zuerkennung von Rechten, Pflichten, Verantwortung, Freiheit usw. Man muss sich deshalb 

fragen: Was zeichnet eine Person nur als solche aus, nicht insofern sie einer bestimmten 

natürlichen Spezies (etwa der des Menschen) angehört? 

 

(3) Der dritte wesentliche Bedeutungskreis des Person-Begriffs ist durch die Tatsache 

markiert, dass jüdische und christliche (auch islamische) Religion Gott und das Göttliche als 

Person verstehen. Zwar wurden auch griechische und römische Gottheiten ‚personifiziert’. 

Aber hier bedeutet Personifizierung, dass sie mit menschlichen Zügen ausgestattet, also 

eigentlich nur anthropologisiert wurden. Im jüdischen und christlichen Verständnis hingegen 

wurde Gott als Person aufgefasst, obwohl er ganz und gar keine menschlichen Züge an sich 
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hat. Der jüdische Gott ist der ganz und gar andere, aller Vergleichbarkeit entzogene, völlig 

nicht-menschliche. Der christliche ist sogar gleich drei Personen – eine ganz und gar 

unvorstellbare, uns völlig ungleiche Charakteristik. Dennoch – und das ist eine wichtige 

Parallele zum ersten, dem grammatischen Bedeutungsumkreis, dennoch gilt Gott als der 

spezifisch Ansprechbare, als Gegenüber, dem man Freiheit, Würde, Recht und Gerechtigkeit 

und vieles andere auf  personale Weise zuerkennt. Obwohl nichtmenschlich, doch personal. 

So hat man umgekehrt die Frage, warum sind eigentlich gerade Menschen Personen, nicht 

aber eventuell zeichengebende und intelligente Tiere, damit beantworten wollen, dass man 

sagte, der Mensch sei ein Ebenbild Gottes – nicht weil Gott so aussieht wie die Menschen 

oder menschliche Charakteristika besitzt, sondern insofern auch er, der Mensch, Person ist 

wie Gott. Aber es ist klar, dass dies uns in unserer Frage „warum?“ nicht weiterhilft. 

 

 

1. Der Begriff  der Person ist weder ein reiner Naturbegriff  noch ein Begriff  aus 

bloßer Zuschreibung 
 

Die angeführten drei Problemkreise: die Grammatik allen Sprechens; die letzte 

Zuschreibungsbasis für Rechte, Würde, Freiheit und Verantwortung; und die Spiegelung oder 

Wiederfindung seiner selbst im Göttlichen belegen in gebotener Kürze, wie sehr der Begriff  

der Person im Zentrum von Philosophie, Zivilisation und Kultur europäischer Prägung steht 

und wie wichtig es für das damit verbundene Selbstverständnis ist, eine von willkürlicher 

Zuschreibung unabhängige Klärung seiner Bedeutung zu bekommen.  

Dies führt also zu meiner ersten These: Der Begriff  der Person ist offenbar weder ein 

reiner Naturbegriff noch nur ein Zuschreibungsbegriff (d.h. ein Begriff, durch den wir einem 

Individuum eine Rolle oder einen Status oder eine Funktion zuschreiben). Vielmehr scheinen 

sich im Personenbegriff  Züge von beiden Begriffsarten zu vereinigen. Denn auf  der einen 

Seite muss es immer eine ontologische Basis dafür geben, dass wir ein Individuum als Person 

identifizieren; eine Basis, die auch unabhängig von unserer Beurteilung oder Zuschreibung 

besteht. Eine derartige Basis erkennen wir gewöhnlich in bestimmten wesentlichen 

Eigenschaften (wie z.B. Vernünftigkeit), die das Betreffende von Natur aus besitzt. Auf  der 

anderen Seite begegnen uns Fälle, wo wir auch Wesen, die nicht die betreffenden 

Eigenschaften aufweisen, als Personen verstehen möchten, d.h. ihnen zuschreiben, Person zu 

sein (wie z.B. Koma-Patienten oder ungeborenen Kindern). Das heißt, wir brauchen 
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einerseits objektiv bestehende Tatsachen und die damit verbundenen Eigenschaften, warum 

ein gewisses Individuum Person ist im ontologischen Sinn. Andererseits möchten wir 

manchmal auch solchen Fällen zusprechen, Person zu sein, die die betreffenden Eigenschaften 

tatsächlich nicht haben, die wir bei Personen erwarten – was eher einem willkürlich erteilten 

Zuschreibungsbegriff  ähnelt. 

Gerade dies Problem, dass das Auftreten und Vorkommen von Personen nicht Sache 

bloß willkürlicher Zuschreibung sein kann, treibt mich an, eine ontologische Deutung dieses 

Begriffs zu versuchen, die aber nicht eine natürliche Gegebenheit aus ihm macht, so als wäre 

Person eine Art natural kind. Denn was immer Sache einer willkürlichen Zuschreibung ist, 

das kann ebenso willkürlich auch nicht zu, sondern vielmehr abgesprochen werden – so wie 

wir viele Beispiele aus der Geschichte kennen, wo sogenannten Wilden oder Sklaven oder 

jüdischen Mitbürgern abgesprochen wurde, Personen im vollen Sinne des Wortes zu sein. 

Wo man aber andererseits aus dem Personsein eine natürliche Gegebenheit macht, da werden 

rasch auch Rechte, Freiheit und Würde zu bloßen Folgeerscheinungen unserer Natur erklärt 

und wir verstehen uns nicht mehr als Wesen, die sich von ihrer Natur emanzipieren und 

anderes für richtig und wahr halten, als was die Natur ihnen vorzugeben scheint.  

‚Person’ ist von daher weder ein status naturae, noch ein Institut bloßer Geltung. So lautet 

die zweite These, die ich vertrete: Das Mittel der Wahl, ontologische Konzepte auf  natürliche 

Eigenschaften von Individuen zu gründen, führt im Fall der Person nicht zum Ziel: Wir 

können nicht auf  der einen Seite das Personsein an Termini natürlicher Zugehörigkeit und 

evolutionär bedingter Eigenschaften solcher Individuen knüpfen und andererseits Fälle 

einschließen, die definitiv nicht solche Eigenschaften haben oder gar einer anderen Spezies 

angehören.   

Person zu sein ist ein unserer willentlichen Disposition entzogener ontologischer 

Sachverhalt, der aber gleichwohl nicht so von Natur aus stattfindet wie das meiste, was wir 

als ein unserem Willen und der Selbstbestimmung vorgegebenes Sein erfahren. Was ist es an 

Personen, das sie welche sein lässt, ohne etwas dafür zu können, aber auch ohne, dass sie es 

durch unsere Auffassungen und Beschlüsse über sie verlieren könnten? Dazu, diese Frage zu 

beantworten, dienen meine Überlegungen.  

Den Ausgangspunkt für sie bildet allerdings doch eine Naturgegebenheit, ohne die 

personales Sein überhaupt nicht stattfinden könnte, nämlich lebendige Individualität. Die Natur 

lebendiger Individualität ist deswegen entscheidend, weil sich am individuellen Leben die 
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Schere auftut zwischen dem, was dieses Leben von Natur aus mitbekommen hat, um 

überhaupt zu existieren: Dieser Strang des Lebens ist ihm unverfügbar vorgegeben und eine 

natürliche Bedingung seiner Existenz. Wir können ihn den biologischen Strang des Lebens 

nennen. Auf  der anderen Seite der Schere des Lebens steht die Fortsetzung dieser Existenz 

durch individuell gestaltete Variationen und Modifikationen des Lebensweges; dies letztere 

können wir den biographischen Strang individuellen Lebens nennen. Letzterer, der 

biographische, steht zwar immer unter der Bedingung oder Hypothek von ersterem, dem 

biologischen Strang. Er ist aber dennoch etwas, was teilweise zur Disposition eben des 

betreffenden Individuums steht, das seine Existenz selbst fortzusetzen hat. Und dieses, der 

biographische Strang individuellen Lebens unter der Hypothek des ihm biologisch oder von Natur 

aus vorgegebenen Lebensstrangs ist nach meiner dritten These die unerlässliche Basis 

personalen Daseins:1 Die ontologische Fundierung des Daseins von Personen ist nicht im 

biologischen, sondern immer im biographischen Lebensstrang der betreffenden Individuum zu 

finden und besteht in einer bestimmten Form des Lebens und Benehmens, in das sie 

biographisch eingebettet sind.  

 

 

2. Die biographische (statt biologische) Kategorie der Lebensform 

 

Ich setze also von Beginn an voraus, dass, wenn bestimmte Individuen oder Einzelwesen 

Personen sind, es sich immer um lebendige Individuen handeln muss. 2  Denn nur bei 

                                                           
1 Es ist klar, dass die besagte, durch eine Hypothek oder „unabhängige Bedingung“ 

ineinandergeschlungene und daher lebendige Wesensgestalt der Person zuerst von dem Philosophen 
F.W.J. Schelling systematisch beschrieben wurde: „und wenn Persönlichkeit nach unserer früheren 
Erklärung [vgl. SW VII, 364] auf  der Verbindung eines Selbständigen mit einer von ihm 
unabhängigen Basis beruht, so nämlich, dass diese beiden sich ganz durchdringen und nur Ein 
Wesen sind: so ist Gott durch die Verbindung des idealen Prinzips in ihm mit dem (relativ auf  dieses) 
unabhängigen Grunde, da Basis und Existierendes in ihm sich notwendig zu Einer absoluten 
Existenz vereinigen, die höchste Persönlichkeit“ (Schelling, Freiheitsschrift, SW VII, 395 f.) Dies gilt 
nach Schelling genauso für alle Personen im endlichen Sinn, also auch für menschliche Personen 
ohne Ausnahme. Es ist also nach Schelling das systematische Basiskriterium für die Existenz von 
Personen überhaupt. 

2 Diese Auffassung schließt nicht aus, den Begriff  der Person auch im abgeleiteten Sinn, zum Beispiel 
im Sinne juristischer Personen legitim zu gebrauchen. Denn in diesen Fällen wird eine 
ursprünglichen Personen zugeschriebene Kompetenz verantwortlichen Handelns an eine juristisch 
definierte Entität, wie etwa eine Firma oder Körperschaft nach bestimmten Regeln übertragen. Dies 
alles erfolgt durch reine Zuschreibung und Zuschreibungsbegriffe, deren Ursprung (die Person) 
allerdings nicht wiederum aufgrund einer Zuschreibung Person ist. 
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Lebendigem finden wir diese eigenartige Aufscherung zwischen der durch Natur vorgegeben 

Hypothek des Daseins und den biographischen Korridoren, innerhalb von denen ihr Leben 

eine  individuell selbstgestaltete Fortsetzung nehmen kann. Das Agieren von lebendigen 

Individuen scheint mir daher ontologisch verschieden von dem Agieren nicht lebendiger 

strukturierter Systeme zu sein. Und zwar dadurch, dass eine mögliche Zielorientierung des 

Agierens (wie sie etwa auch ein Roboter haben könnte) immer die an integrer Fortsetzung des 

Lebens interessierte Erhaltung des ganzen Individuums einschließt.3 Das bedeutet nicht, dass 

lebendige Individuen, wie z.B. Personen, nicht auch gegen oder unter Einsatz ihrer an eigener 

Integrität interessierten Erhaltung agieren könnten. Aber solch ein Agieren hätte bei einem 

lebendigen Wesen den Charakter eines Verzichts, der Entsagung, des Zurückstellens eigener 

Interessen. 

Ich hätte deswegen philosophisch nichts dagegen einzuwenden, wenn wir dereinst in 

die Lage kämen, bestimmten technisch hergestellten Systemen, die irgendwie zielorientiert 

agieren, nach gewissen Kriterien zubilligen zu müssen, erstens womöglich lebendig und 

zweitens sogar Personen zu sein. Ich würde aber darauf  beharren, dass sie zuerst als objektiv 

lebendig und erst dann und auf  dieser Grundlage eventuell auch als Personen einzustufen sind. 

Je nach dem, ob die jeweiligen ontologischen Bedingungen dafür erfüllt sind oder nicht. Die 

ontologische Bedingung für lebendige Individualität sehe ich in dem permanent (über das 

ganze Leben weg) begleitenden Interesse an der Integrität ihrer individuellen 

Selbstfortsetzung – was Peter van Inwagen einmal als eigentümliche Eifersucht („jealousy“) 

des Lebens bezeichnet hat.4 

                                                           
3  Dass eine Zielorientierung das Integritätsinteresse einschließt, begründet eine Art innerer 

Subjektivität des Lebendigen, der zufolge es insgesamt darauf  aus ist, das betreffende Ziel zu 
erreichen. ‚Interessiert’ zu sein, heißt nicht schon, sich bewusst auf  einen Inhalt des Interesses 
beziehen zu müssen. Beispielsweise besteht ein Interesse an nicht verunreinigter Atemluft bei allen 
atmenden Wesen, ohne dass diese sich dessen bewusst sein müssten. Indessen würde man nicht 
annehmen, dass ein Staubsauger irgendein Interesse etwa an ausreichender Stromversorgung besitzt. 

4 Vgl. Peter van Inwagen, Material Beings, 1990, S. 88 f.: “I think that lives are much better individuated 
than waves, but there is an interesting and important feature of  lives that is not shared by waves. 
Consider two waves (in water, say) which are moving in opposite directions and which pass through 
each other. A still photograph taken at the moment the waves coincide spatially will show what 
seems to be one wave whose amplitude is the sum of  the amplitudes of  the coincident waves. I 
think we must say (always assuming that there are waves at all) that both the waves exist at the 
moment of  superposition and that each is at that moment constituted by the activities of  the same 
water molecules. We may describe this possibility – the possibility of  two waves’ being 
simultaneously constituted by the activities of  the same objects – by saying that a wave is not a jealous 
event. Lives, however, are jealous. It cannot be that the activities of  the xs constitute at one and the 
same time two lives.” Die Aktivitäten der Bausteine tragen deshalb exklusiv zur Komposition des 
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Aus diesem allgemeinen Grund lässt sich meines Erachtens bei höherentwickelten 

lebendigen Individuen stets unterscheiden zwischen den Eigenschaften oder Charakteristika, 

die ihnen invariant und konstitutionell lebenserhaltend zukommen (d.h. im geläufigen Fall als 

Mitglieder einer natürlichen Art), und anderen Eigenschaften, die ihnen bei gleichzeitiger 

Erhaltung des Lebens austauschbar und variabel zukommen.5 Erstere, die invarianten, die 

man auch als physiologisch oder biologisch bezeichnen kann, bilden nicht nur eine 

Komponente des aktuellen Gesamtverhaltens, sondern markieren zugleich die im Verhalten 

präsente Hypothek, die all seinen konkreten Verhaltensweisen auferlegt ist. Letztere hingegen 

sind die variablen Komponenten, die jederzeit nur unter dieser Hypothek stattfinden und 

fortgesetzt werden können. Ein Weberknecht, der zu nah ans Licht drängt, wird versengt. 

Sie bilden daher je nach natürlicher Art in ähnlicher Weise, aber nur vage begrenzte 

Korridore und Zonen mehr oder weniger variablen Verhaltens der zugehörigen Individuen 

aus, in denen die Verhaltensweisen eines jeden passend als biographisch (statt biologisch oder 

physiologisch) zu bezeichnen sind. Diese interne Unterscheidung zweier Klassen von 

Lebensäußerungen – die invariant biologischen, die eine Hypothek für alle Verhaltensweisen 

abgeben, und die variabel biographischen, die in dadurch geöffnete und zugleich begrenzte 

Korridore einschwenken – ist typisch für individuell differenziertes Leben von höherer Art, 

wenn auch nicht für Leben im Sinn biologischer Arten überhaupt. Denn zum Beispiel 

Hefepilze oder Bakterien lassen nicht biologische von biographischen 

Verhaltenskomponenten unterscheiden, obwohl auch sie unter der genannten Hypothek 

ihrer Lebensäußerungen stehen. Biographische Eigenschaften oder Merkmale werden folglich 

                                                           

individuell Lebendigen bei, weil dem individuellen Leben die Eigenschaft ‚jealousy’ zukommt. Die 
Frage ist, worin in der Sache ‚jealousy’ besteht? Die Antwort ist m.E. das beständig anwesende 
(andauernde) auf  sich selbst gerichtete Lebens- oder Existenzinteresse der kompositen Gesamtheit 
(Integrität). Maschinell organisierte Gesamtheit besitzt dagegen kein solches Eigeninteresse, 
sondern nur definierte Funktionsinteressen, die so optimal wie möglich weiter unterstützt werden. 
Eine Maschine könnte als Proteus konstruiert werden: Je nach dem, was die Aufrechterhaltung einer 
definierten Funktion verlangt, könnten völlig unterschiedliche Materien und Organisationsweisen 
dafür aus der Umgebung requiriert werden. Stellen wir uns vor, dass auf  jede durch einen Roboter 
auszuführende Funktion ein koordinierter Schwarm unterschiedlich gebauter Roboter (= Module) 
angesetzt wird. Je nach dem, wie die Bedingungen der Funktionsausübung sind, tritt ein anderes 
RobModul aus dem Schwarm in Funktion. Und wenn welche bei der Funktionsausübung 
verschlissen werden, setzen andere aus dem Schwarm die Funktion fort: Die eingesetzten Module 
wechseln ständig, die Funktion bleibt. 

5 In Beziehung auf  die beschriebene Hypothek, unter der sie agieren, sind erstere also unentbehrlich 
oder subjektiv notwendig zu nennen, letztere sind nur subjektiv möglich oder zugelassen, aber 
zugleich unterstützt. 
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immer durch das erst erworben, was die betreffenden in ihren Lebensäußerungen kontingenter 

Weise tun. Wenn sie anders ausfallen oder sogar unterbleiben, so führt dies nicht zur 

Nichtexistenz des lebendigen Individuums. Daher rührt meine bereits angeführte dritte 

These, dass das ontologische Fundament personalen Daseins immer in einer gewissen, bei 

Lebewesen von bestimmter natürlicher Art und Qualifikation hinreichend allgemein 

etablierten Form biographischer Verhaltensweisen (nicht aber biologisch invarianter 

Verhaltensweisen) zu suchen ist. 

Für den Besitz arttypischer biographischer Eigenschaften lebendiger Individuen ist nun 

aber nicht immer der einzelne Träger solcher Eigenschaften allein ausschlaggebend. 

Biographische Eigenschaften wie z.B. Schwanger- oder Attraktiv-Sein, aber auch Belesen- 

oder Gebildet-Sein, unterlaufen die nur scheinbar eindeutige Unterscheidung von 

extrinsischen oder intrinsischen Eigenschaften. Sie begründen sich vielmehr aus einem 

spezifischen Kontext von Biographien mehrerer lebendiger Individuen, dessen Charakteristik 

größere oder geringere Allgemeinheit und Verbreitung über ihre Gruppierungen besitzt. Die 

Charakteristik des biographischen Kontexts ist dann komplex und von mehreren 

Partizipienten gespeist. Obwohl ihr ontologisches Fundament in solchen Fällen nicht im 

lebendigen Individuum als diesem einzelnen liegt, können doch die betreffenden, 

biographisch fundierten Eigenschaften ihnen individuell zukommen und auch insgesamt 

lebensprägend für sie sein. Insgesamt lebensprägend zu sein bedeutet, dass die fragliche 

komplexe Charakteristik in allen oder den meisten biographischen Lebensäußerungen der 

Partizipienten signifikanten Niederschlag findet. Das augenscheinlichste Beispiel einer 

derartigen biographisch komplexen und zugleich lebensprägenden Charakteristik bei z.B. 

Menschen ist, Sprachwesen oder Sprecher einer Sprache zu sein: Sie kommt jedem der 

betreffenden lebendigen Individuen zu und ist doch ontologisch nicht im Einzelindividuum 

verwurzelt. 

Hierin lässt sich nach meiner Auffassung nun auch die ontologische Verwurzelung der 

Tatsache erkennen, dass alle Mitglieder z.B. menschlicher Gruppierungen Personen sind. Sie 

sind nämlich Personen aufgrund einer bestimmten, hochgradig allgemeinen, zugleich aber 

komplexen (d.h. mehrere Partizipienten in sich vereinigenden) und damit insgesamt 

wohlfundierten biographischen Lebensform von Menschen. Das formale Element – dass es sich 

um eine Form biographischen Lebens handelt, nicht lediglich um eine gewisse verbreitete 

Charakteristik wie z.B. das Behausung Haben oder Essgewohnheiten Kultivieren – besteht, 
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ähnlich wie im Falle der Sprache darin, dass die charakteristische Vereinigungsweise von 

mehreren Partizipienten zur biographisch komplexen Verhaltenseinheit, wo immer sie 

auftritt, einem bestimmten formalen Grundmuster folgt, das weiter unten noch genauer erklärt 

wird. Dieses formale Grundmuster ist, wie gleich herausgestellt werden wird, unabhängig 

von den biologischen und speziestypischen Eigenschaften, die die davon betroffenen 

lebendigen Individuen als Hypothek ihres Daseins von Natur aus aufweisen. Hier soll nur 

noch unterstrichen werden, dass mithin alle lebendigen Individuen, die im Einzugsbereich 

einer ähnlichen, vergleichbar allgemein und lebensprägend fundierten Lebensform lebten, 

Personen wären, obwohl sie nicht einmal biologische Organismen sein, geschweige denn 

einer Spezies angehören müssten, die Teil unserer Evolution ist. 6 

Meine vierte These lautet infolgedessen: Personalität ist ontologisch in einer 

hochgradig allgemeinen, in sich komplexen und dabei durchgängig lebensprägenden 

Lebensform einer Mehrzahl von biographischen Partizipienten an dieser Form des Lebens 

fundiert. 

 

Die Ontologie der Person gründet demnach in der Tatsache, dass mehrere oder viele 

Individuen gleichen Lebenserbes (und damit gleichartiger Hypothek ihres Daseins) in 

komplexen biographischen Verhältnissen miteinander stehen, die signifikant, d.h. durchwegs 

in allen Lebensbereichen durch eine bestimmte Form oder ein formales Muster gekennzeichnet 

sind, an dem sie, sei es aktiv oder sei es passiv, partizipieren. Die mehreren oder vielen 

Individuen gleichen Lebenserbes bilden auf  diese Weise einen Verband, den man als 

‚Filiationsverband’ oder ‚Familienverband’ bezeichnen kann, der in sich durch jene 

komplexen biographischen Verhältnisse strukturiert wird, die von einer gewissen (gleich 

näher zu beschreibenden) Form imprägniert sind. 

 

 

3. Die personale Lebensform als ontologische Größe zwischen Natur- und 

Zuschreibungsbegriff 

 

Wenn die These richtig ist, dass das ontologische Fundament jeder wesentlich einzelnen 

                                                           
6 Sie müssen aber in jedem Fall lebendig sein, das heißt, dass ihre zielorientierten Verhaltensweisen 

permanent unter der Hypothek integrer Selbstfortsetzung stehen. 
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Person nicht ebenfalls in diesem Einzelindividuum, sondern nur in einer im Verbund 

mehrerer Teilnehmer möglichen Form ihres biographischen Daseins als derartige Individuen 

beruht, dann löst sich das Problem auf, das ich eingangs geschildert habe. Denn das Problem 

ergab sich immer dann, wenn man die Charakteristik von etwas als einzelne Person auch 

ontologisch entweder im individuellen Fall festzumachen versuchte oder auf  eine solche 

ontologische Verankerung meinte völlig verzichten zu können. Denn dann folgen die 

Bedingungen der Personalisierung jedes Erfüllungsfalls den Bedingungen der Individuierung 

als lebendiger Einzelorganismus und werden durch diese Koinzidenz scheinbar substanz-

konstitutiv und naturhaft mit dem lebendigen Organismus verknüpft. In Wirklichkeit aber 

sind dies zwei unterschiedlich verwurzelte ontologische Verfassungen (deren eine auf  einen 

reinen Naturbegriff  des Einzelindividuums, deren andere auf  eine nicht natürlich zu 

definierende biographische Lebensform in dem Ensemble vieler zurückgeht). So entsteht 

der Eindruck, man könne nur entweder einen Naturbegriff  der Person akzeptieren (was 

unbefriedigend ist, weil Person zu sein, kein natürlicher, wenn auch ontologisch gewichtiger 

Sachverhalt ist) oder man müsse auf  eine ontologische Bedeutungsimplikation ganz verzichten 

und aus der ‚Person’ einen reinen Zuschreibungsbegriff  machen, dessen Gegebenheit in 

einem bestimmten Fall letztlich daran hängt, ob wir die Zuschreibung aus mehr oder weniger 

guten Gründen vornehmen wollen oder nicht. 

Legt man nun, wie beschrieben, einen durch Natur gegebenen Filiationsverband 

mehrerer Individuen gleichen Lebenserbes nur als Basis zugrunde, so gehören darauf  

aufbauend zur Ontologie der nichtnatürlichen, sondern vielmehr personalen Charakteristik 

jedes Verbandsmitglieds zwar nicht die substanzkonstitutiven (= biologischen) Eigenschaften 

des Einzelindividuums, wohl aber in erster Linie deren abstrakte Gleichheit im 

Filiationsverband als Ensemble von das Lebenserbe teilenden Individuen, egal wie viele von 

ihnen zu einer gegebenen Zeit existieren.  

Zweitens gehört zur Ontologie der personalen Charakteristik die eindeutige 

Identifizierbarkeit eines jeden Mitglieds in einem derartigen Filiationsverband durch die 

einmalige Stelle oder Position, die ihm automatisch zukommt, egal wie die dort fällige Teilung 

des betreffenden Lebenserbes zustande gekommen ist. Die entscheidende Auszeichnung der 

Person ist nicht allein lebendige Individualität, sondern darüber hinaus die Einmaligkeit der 

Stelle innerhalb eines Beziehungssystems vieler gleichartig besetzter Stellen, die sie einnimmt.7 

                                                           
7 Auf  die Bedeutung der Einbettung in ein Beziehungssystem für den Begriff  der Person hat zuerst 
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Diese Besonderheit von Personen, nicht durch ihre natürlichen Eigenschaften, sondern allein 

durch ihre Stelle im Beziehungssystem eines Filiationsverbands identifiziert zu werden, 

drücken wir in der Praxis dadurch aus, dass wir jeder Person einen Namen geben, der ohne 

deskriptiven Gehalt nur den Platz markiert, an den dieses Individuum sozusagen ‚gehört’. 

Zwar geben wir auch Tieren oder uns wichtigen Gegenständen Namen, doch ist klar, dass 

dies der Praxis in Bezug auf  uns selbst nur nachgeordnet ist, während wir für Unseresgleichen, 

also denen, die demselben Filiationsverband angehören, dies in primärer und eigentlicher 

Weise so handhaben. 

Dies sind also zwei (für sich genommen nicht schon hinreichende) Elemente der 

personalen Charakteristik, die zwar durch die Natur des Filiationsverbands gegeben sind, 

aber nicht zum Naturbegriff  der betreffenden Einzelindividuen gehören. Denn weder diese 

einmalige Stelle in dem betreffenden Filiationsverband noch die abstrakte Gleichheit des geteilten 

Lebenserbes ist substanz-konstitutiv für ein beliebiges der Mitglieder im Ensemble, wenn 

auch natürlich die durch das Erbe vorgezeichnete Lebensweise oder Art des Lebens für jedes 

Individuum so typisch und schwer zu beseitigen ist, wie z.B. die menschliche es für Menschen 

ist.  

Die logische Unabhängigkeit beider ‚Identitäten’ einer Person voneinander (einerseits 

Identität durch seine Individualität als bestimmtes Lebewesen, das kraft seiner biologischen 

plus biographischen Kennzeichen eindeutig identifiziert wird, und andererseits Identität 

durch die Einmaligkeit der Stelle im Beziehungssystem, die es einnimmt) kommt dadurch 

zustande, dass auf  zwei völlig verschiedenen Wegen zurückzuverfolgen ist, um welches 

Exemplar präzise es sich handelt: Das was genau diese Stelle im Beziehungssystem einnimmt, 

kann nur die betreffende Person sein, egal welche Eigenschaften ihr zukommen; und jedes 

individuelle Mitglied, das ursprünglich zu einem solchen Filiationsverband gehört, ist von 

der und der Art 8  und hat die und die natürlichen und biographischen Merkmale und 

                                                           

systematisch Robert Spaemann hingewiesen in seinem Buch: Personen. Versuche über den Unterschied 
zwischen ‚etwas’ und ‚jemand’, Stuttgart (Klett-Cotta) 1996; 32006, z.B. S. 196. 

8  An dieser Stelle scheint es nur so, als werde ausgeschlossen, dass es sich bei Fällen von 
verschiedener Art noch um dieselbe Person handeln könne, wie beim Froschkönig, der ein 
menschlicher Prinz und auch ein Frosch ist. Doch ist dies durch die unterstellte biographische 
Verbindung der unterschiedlichen Artmerkmale (etwa eine operative oder magische Umwandlung des 
als Prinz geborenen Individuums in einen Frosch) ebenso denkbar, wie der Fall nicht logisch 
unmöglich ist, dass ein und dieselbe individuelle Substanz in mehreren Personen zugleich existiert, 
d.h. mehrere Stellen in einem personalen Beziehungssystem einnimmt – wie es bei der göttlichen 
Trinität von jeher behauptet wurde, ohne dass das zu Widersprüchen führen müsste (Leibniz hat 
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Charakteristika, die zusammen genau und nur ihm zukommen.  

Es kommt aber noch ein drittes und sogar ausschlaggebendes Moment für die Ontologie 

der Person oder personalen Charakteristik von gewissen lebendigen Individuen hinzu. Denn 

nicht jeder familiäre Filiationsverband lebendiger Individuen, der die ersten zwei Momente 

erfüllt, enthält tatsächlich Personen. Zum Beispiel ein Wolfsrudel oder eine Horde von 

Pavianen, wo ebenfalls jedes Mitglied seine einmalige Stelle im Filiationsverband von 

Gleichen einnimmt, ist dennoch kein Verband von Personen. 

Waren die ersten beiden Momente der Ontologie von Personen einem insofern 

unentbehrlichen Naturbegriff  als einer Voraussetzung für Personalität geschuldet, so enthält 

die dritte Komponente ein Element der Zuschreibung, das einer durchgängig und permanent 

wiederholten, aber gleichwohl nicht ‚natürlich’ zu nennenden biographischen Praxis im 

Rahmen einer kollektiv ausgeprägten Lebensform entstammt, die in der gesamten Gruppierung, 

die gewisse Qualitäten ihres Naturerbes teilt, für jeden einzelnen indisponibel verbreitet ist. 

Diese Lebensform besteht in der allgemeinen Beachtlichkeit und permanenten Wahrnehmung 

des beschriebenen Unterschieds zwischen der einmaligen Stelle, die jemand im 

Filiationsverband besitzt, und den besonderen natürlichen und erworbenen Kennzeichen, 

die ihm als einem bestimmten Individuum in jenem Verband zukommen.  

Ich spreche deshalb von einer ‚kollektiv’ ausgeprägten Lebensform, weil nicht verlangt 

ist, dass tatsächlich jedes einzelne Mitglied jedem einzelnen Mitglied in seiner Umgebung 

diese Beachtung seiner einmaligen Stelle biographisch auch zollt. Vielmehr muss in der 

betreffenden Gruppierung ein hinreichender Verbreitungsgrad der Beachtung zollenden 

Praxis herrschen.9 Die Personalität aller Mitglieder eines derartigen Filiationsverbands wird 

also biographisch getan oder geleistet von den Mitgliedern, aber auf  der Grundlage von 

gewissen Gegebenheiten, die dem entsprechenden Verband (ohne eine gezielte Absicht ihrer 

Beseitigung) unausrottbar inhärent sind. So ergibt sich meine fünfte These, in der ich die 

                                                           

dies demonstriert in seiner »Responsio ad Objectiones Wissowatii Contra Trinitatem et 
Incarnationem Dei altissimi«. In: Gothofredi Guillelmi Leibnitii Opera Omnia, Nunc primum 
collecta, in classes distributa, praefationibus et indicibus exornata, studio Ludivico Dutens. Tomus 
Primus, quo Theologica continentur. Genevae, Apud Fratres de Tournes. 1768. S. 11-16 . 

9  Wir sprechen auch anderweitig von kollektiven Kompetenzen, wie z.B. der, gültige Wahlen 
abzuhalten oder eine kritische Masse für wissenschaftliche Exzellenz zu haben oder der, einen 
geregelten Verkehr aufzuweisen usw. Stets ist bei derlei kollektiv zugeschriebenen Kompetenzen 
(wie analog bei den Lebensformen) nicht erforderlich, dass wirklich jedes Mitglied des fraglichen 
Kollektivs die Kompetenz sowohl hat wie ausübt, obwohl niemals etwas anderes sie besitzt und 
ausübt als einzelne Mitglieder des Kollektivs in ihren biographischen Verhaltensweisen. 
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drei formalen und von der natürlichen Spezies unabhängigen Züge des biographischen Lebens 

und Benehmens zusammenfasse, die zusammen das Dasein von Personen ontologisch stabil 

fundieren können, ohne dies auf  natürliche oder biologische Eigenschaften zu stützen: 

Denn es ist erstens dem Filiationsverband unausrottbar inhärent, dass jedem Mitglied 

eine von seinen individuellen Eigenschaften unabhängige Identifizierbarkeit durch die 

einmalige Stelle zukommt, die es besitzt. Es ist zweitens ebenso unausrottbar inhärent, dass 

eine abstrakte Gleichheit in Bezug auf  das geteilte Lebenserbe besteht. Und es ist drittens 

unausrottbar inhärent, dass hinreichend viele Mitglieder mit einem überhaupt zur 

Personalität qualifizierenden Lebenserbe in ihrer individuell-biographischen Lebensweise 

jener Identifizierbarkeit der sie umgebenden Mitglieder (ohne Ansehen ihrer individuellen 

Besonderheit) Beachtung schenken und dies in einem charakteristischen Formelement ihres 

Benehmens auch ausdrücken.  

Gerade in konkreten Familien und beim Spielen und Lernen in der Schule und 

eigentlich bei sämtlichen Arten und Schattierungen des sozialen Verkehrs und Umgangs 

miteinander kann man beobachten, dass die Unterscheidung zwischen der abstrakten Stelle 

oder Rolle, die jemand einnimmt, und den konkreten Eigenschaften, die sie oder er einbringt, 

von großer Wichtigkeit und Relevanz für die Weise des Verhaltens der Teilnehmer ist. Wir 

verhalten uns in fast allen Zusammenhängen unseres Lebens so, dass wir uns selbst und die 

anderen Mitglieder des Filiationsverbands so wahrnehmen, dass wir den Platz, den wir 

tatsächlich einnehmen, nur stellvertretend so einnehmen, dass an derselben Stelle im Prinzip 

auch ein anderer stehen könnte. 

Die beschriebene Lebensform ist also, wie erklärt, eine ontologische Größe, die aber nicht 

(wie eine Form im klassischen aristotelischen Sinn) von einem singulären Einzelfall des 

Lebens als Prädikat ausgesagt werden kann, sondern nur von einer Mehrzahl in einem 

entsprechenden Lebensverband; und deren Stattfinden deshalb in gewissem Grad 

unabhängig davon ist, wie sich ein bestimmter Einzelfall biographisch verhält, der dieser 

Lebensform gleichwohl angehört. Die Lebensform hat Fundamente sowohl in der 

Naturausstattung der Einzelindividuen,10 als auch in der grundlegenden Lebenssituation 

eines jeden,11 wie auch drittens in dem biographisch komplexen Grundmuster, mit dieser 

                                                           
10  Das geteilte Lebenserbe weist gewisse Qualifikationen auf, wie z.B. vergleichsweise hohe 

Intelligenz und relativ geringe Selbstsuffizienz. 
11 Leben angesichts und im verein mit einer Vielzahl von Seinesgleichen. 
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Situation vorteilhaft zurechtzukommen.12 Sie bietet im Allgemeinen die Gewähr, dass ein 

damit konformes biographisches Tun des Einzelindividuums einen für die Integrität des 

Lebens im biographischen Zusammenhang mit den anderen vergleichsweise stabilen und 

günstigen Lauf  nimmt. Aber ihre Gegebenheit als kollektiv ausgeprägte Form ist nicht 

abhängig von der Konformität einzelner Biographien, da sie ähnlich wie Sprache unter 

Wesen, die sprechen, ein formales Charakteristikum des Zusammenhangs vieler Biographien, nicht 

des Einzellebens für sich ist. Deshalb bleibt auch ein nichtkonformer Einzelfall gleichen 

Lebenserbes immer noch ein unter das Dach jener Lebensform gehöriger Fall. Daraus ergibt 

sich die sechste These: Die besagte Lebensform, seinen Platz im Filiationsverband nur 

stellvertretend zu haben, ist nicht zur Disposition des einzelnen Mitglieds im Filiationsverband 

und seines konkreten Verhaltens gestellt (ob es ihr genügend entspricht oder nicht), sondern 

ist Sache des Verbands insgesamt und damit einer Mehrzahl seiner Mitglieder, an der jeder 

einzelne, zumindest passiv, nur partizipiert, sofern sie in dem Verband als ganzem etabliert 

ist.  

Eine Lebensform besitzt also erstens einen hohen Verbreitungsgrad in den 

Filiationsverbänden, die sie aufweisen; sie prägt zweitens sehr viele und sehr unterschiedliche 

biographische Verhaltensweisen der Individuen auf  eine signifikant ähnliche Weise; und sie 

garantiert den mit ihr konformen Einzelbiographien einen insgesamt vergleichsweise 

günstigen Verlauf. 

Aber erst ein bestimmtes formales Element, gleichsam eine überall wiederkehrende 

Masche des Strickmusters der im Filiationsverband allgemein verbreiteten Lebensform 

macht, dass es sich tatsächlich um Personen handelt, nämlich solche, die im Zusammenhang 

ihrer Biographien permanent den Unterschied zwischen ihrer Identität als Platzhalter im 

Beziehungsraum abstrakt gleicher Mitglieder des Filiationsverbandes und ihrer konkreten 

Identität als Träger ihrer natürlichen und erworbenen Eigenschaften in wiederum persönlich-

biographisches Verhalten umsetzen. Dieses Strickmuster personalen Verhaltens lässt sich in 

einer siebten These folgendermaßen formulieren: Jedes Mitglied eines Filiationsverbands 

mit personaler Lebensform, das sich selbst vertreten kann, hat in seinem Eigenverhalten auch 

andere biographisch relevante Mitglieder gleichförmiger Verbände mit zu vertreten. 

Dieses formale Grundelement ist im Falle personalen Lebens nicht als natürlich oder 

gar biologisch einzustufen, weil, sich selbst und andere als im Prinzip austauschbare 

                                                           
12 Stellvertretende Wahrnehmung sowohl seiner selbst als auch von anderen. 
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Stellvertreter an je einem gewissen Platz wahrzunehmen, nichts Natürliches oder biologisch 

Vorgezeichnetes ist. Dass »der Mensch« Person ist, ist demnach ähnlich zu verstehen wie, dass 

er ein Sprachwesen ist. Jeder Mensch ist dies auch dann (Sprachwesen), wenn er selbst zu denen 

gehört, die niemals sprechen können. Er ist es aber dennoch nicht qua biologischer 

Organismus, sondern durch die Lebensform, in die jeder geboren wird. 

 

 

4. Das zentrale Charakteristikum der personalen Lebensform 

 

Wenn wir am Schluss versuchen, die Ausrichtung auf  „Stellvertretung“ als Grundmuster und 

Kernleistung personalen Daseins, das durch eine bestimmte Lebensform ontologisch 

fundiert ist, auf  eine für alle Personen gültige und handhabbare Formulierung zu bringen, 

so ließe sich sagen: Die Lebensform personalen Daseins ist Zusammenleben in einem 

Verband durch Filiation verketteter Gleichartiger, insofern es (das Zusammenleben) 

signifikant dadurch qualifiziert ist, dass jedes Verbandsmitglied, das sich selbst vertreten kann, 

alle biographisch relevanten anderen Mitglieder gleichförmiger Verbände mit zu vertreten 

hat. Und Person ist demnach (achte These) jedes in einem Verband durch Filiation 

(mindestens erster Stufe) verketteter Gleichartiger lebende Individuum, deren 

Zusammenleben dadurch qualifiziert ist, dass jedes seiner Mitglieder, das sich selbst vertreten 

kann, auch alle anderen Mitglieder gleichförmiger Verbände entsprechend ihrer Relevanz zur 

eigenen Biographie mit zu vertreten hat. Da es sich um eine Lebensform im erklärten 

komplexen und kollektiv ausgeprägten Sinn handelt, wird das Prädikat der personalen 

Lebensform nicht von den am Verband beteiligten einzelnen Mitgliedern ausgesagt, sondern 

kommt dem Zusammenleben im Verband insgesamt zu. 

Die Formulierung, dass jemand, der sich selbst vertreten kann, „andere mitzuvertreten 

hat“ ist nicht als normative Sollensforderung zu lesen (neunte These), sondern vielmehr als 

Situationsbeschreibung wie etwa die, dass ein Fahrer das fahrende Auto in der Spur zu halten 

hat oder sich mit genügend Speis und Trank einzudecken hat für eine Reihe von Feiertagen. 

Passend scheint mir dafür auch der Ausdruck ‚Bedarf‘, der mit einer bestimmten 

Lebenssituation unvermeidlich anfällt. Die beschriebene Lebensform errichtet aufgrund der 

doppelsinnigen Identität jedes Mitglieds bei z.B. Menschen den überall anfallenden ‚Bedarf‘, 

dass es, wenn es sich selbst vertreten kann, auch andere (und letztlich alle Personen im jeweils 
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relevanten Umkreis seines Handelns) mit zu vertreten hat. Ich sage ‚bei z.B. Menschen’, weil 

es viele Filiationsverbände gibt, wo die doppelsinnige Identität keine personale Lebensform 

hervorruft, und es doch auch andere Filiationsverbände als den menschlichen geben könnte, 

wo die gleiche personale Lebensform stattfindet. Dass der Bedarf  in manchen 

Filiationsverbänden anfällt und in anderen nicht (zum Beispiel nicht im Filiationsverband 

von Pavianen wohl aber bei Menschen) liegt daran, dass das geteilte Lebenserbe von 

Menschen in hoher Verbreitung gewisse Qualifikationen aufweist, die eine distinkte 

Wahrnehmung und praktische Beachtung jener doppelsinnigen Identität ermöglichen. Da 

wo solche Qualifikationen verbreitet sind, fährt jeder besser, der den bestehenden Bedarf  

zur Mitvertretung anderer realisiert. 

Sich selbst zu vertreten, d.h. auseinanderzuhalten zu können, was nicht nur überhaupt 

mein Interesse, sondern ein solches Interesse an meiner Stelle und damit im Verhältnis zu 

anderen Stellen ist – das involviert die wenn auch nur angedeutete, aber im Prinzip 

unabgeschlossene Vielstelligkeit in meinem Verhalten bei der Wahrnehmung meiner 

Interessen und auch sonst bei meinem Tun und Lassen. Meine zehnte These lautet 

dementsprechend: Sich selbst zu vertreten, d.h. zu differenzieren zwischen dem, was nicht 

nur mein Interesse jetzt und hier, sondern ein solches Interesse an dieser Stelle ist, die ich 

einnehme und die im Verhältnis zu anderen Stellen steht, involviert eine im Prinzip 

unabgeschlossene Vielstelligkeit meines eigenen Verhaltens bei der Verfolgung meiner 

Interessen, ganz gleichgültig, ob diese Verfolgung dann durch besondere Rücksicht auf  

andere oder im Gegenteil durch Rücksichtslosigkeit geprägt wäre. 

Wir sprechen ganz gewöhnlich davon, nicht nur die Interessen anderer zu ‚vertreten‘, 

sondern auch unser je eigenes. Jeder vertritt früher sein eigenes Interesse als das von anderen. 

Dies besagt also nur: Eine solche Person äußert nicht nur ihr Interesse oder geht ihm nach, 

sondern sie äußert und verfolgt es als eines, das sie an ihrer Stelle eben hat. Wenn aber an ihrer 

Stelle, dann so, dass diese Stelle als nur eine im Verhältnis zu anderen Stellen wahrgenommen 

wird, die mit ähnlich relevanten Interessen besetzt sein könnten. Dies ist der Sachverhalt der 

Selbstvertretung. Ein Neugeborenes zum Beispiel hat zwar sichtlich Interessen, die es auch 

äußert, aber es vertritt sie nicht selbst.  

Wer sich nun in einem so strukturierten Verband nicht selbst vertreten kann, dem kommt 

in der beschriebenen Weise dank der bestehenden Lebensform zu, durch andere mitvertreten 

zu werden – ist also durchaus und ontologisch richtiger Weise eine Person (elfte These). Wer 
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aber sich selbst und seine Interessen zu vertreten gelernt hat, für die ist die Zahl der Plätze, 

die sie mit zu vertreten hat zwar niemals geschlossen und vielmehr unabsehbar, aber doch 

zugleich geordnet in einem System der Relevanz dieser Plätze in Bezug auf  den eigenen, den 

sie einnimmt. So dass dieser grundlegende Akt der Selbstvertretung, d.h. der 

Auseinanderhaltung des Eigeninteresses und zugleich des Platzes oder der Stelle, an der mein 

Interesse sich artikuliert, die immer und nur im Kontext mit anderen Plätzen zu sehen und 

zu bestimmen ist, eine jede wahrnehmungsfähige Person anfällig macht für Normen, die die 

Ansprüche anderer auf  eine gerechte und gerechtfertigte Weise gegenüber den meinen 

wahren sollen. Ich möchte deshalb als zwölfte These vertreten, dass wir mit dieser 

ontologischen Begründung des Daseins von Personen, nicht auch eine ontologisch 

begründete Normativität des Sollens oder des Naturrechts in Kauf  nehmen müssen: 

Vielmehr macht die ontologische Lebensform personalen Daseins einen so 

gekennzeichneten Filiationsverband zwar für ethischen Normierungen ihres Verhaltens 

leichter empfänglich, die von den Mitgliedern tendenziell als gerecht, als für solche, die als 

ungerecht beurteilt werden. Aber dies bedeutet nicht, dass derartige Sollensnormen aus einer 

ontologischen Verfassung des Verbands, der sich die Mitglieder nicht entziehen können, 

abgeleitet wären. Nicht die Normen sind und gelten ‚unbedingt‘ für mich, sondern die 

Ausgangsverfassung einer unvermeidlichen Lebensform gibt meinem Verhalten ein 

personales Gepräge, bevor ich mich auch nur selbst vertreten kann.  

Dieses Gepräge ist Ausdruck der personalen Lebensform, aber niemals so, dass es dem 

Individuum, das sich selbst vertreten kann, nicht möglich wäre, sich den normativen 

Anforderungen, die darauf  gestützt an es gerichtet werden, zu verschließen oder ganz zu 

entziehen. Die Lebensform von Personen ist (anders als die etwa von Raubtieren) so, dass 

sie die Freiheit der Annahme oder aber Weigerung gegenüber allen explizit gemachten 

Normen und Sollenssätzen einschließt. Der Lebensform können wir uns zwar alle nicht 

entziehen, aber den darauf  aufgerichteten normativen Regelungen unseres Lebens doch 

jederzeit. Deshalb scheint es mir wichtig zu sein, Erfüllung und Anwendungsumfang 

personaler Charakteristik nicht allein auf  Vernunftgründe der Autonomie zu bauen, die 

letztlich nur Sollenssätze vorbringen, sondern auf  gewisse ontologische Tatsachen, die uns 

des Irrtums überführen würden, wo wir Lebendiges für eine Person halten, was es nicht ist, 

und umgekehrt, nicht für eine halten, die es doch ist. 
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5. Zusammenfassung 

 

Beim Konzept der ‚Person’ scheint es sich weder um einen reinen Naturbegriff  noch um 

einen bloßen Zuschreibungsbegriff  handeln zu können, obwohl es gewisse Züge von beidem 

in sich vereinigt. Für die Ähnlichkeit zu einem Naturbegriff  spricht, dass, Person zu sein, aus 

einem ontologischen, d.h. für den Urteilendenden unverfügbaren Grund allen Individuen, die 

es sind, zukommt. Dagegen spricht allerdings, dass Naturbegriffe qua natürliche Arten 

substanz-konstitutiv sind, während der Begriff  der Person nicht eine natürliche Art 

ausdrückt und nicht substanz-konstitutiv für natürlich vorkommende Individuen ist. 

Ähnlichkeit zu einem Zuschreibungsbegriff  besteht darin, dass wir mitunter jemandem auch 

dann zusprechen, eine Person zu sein, wenn keines oder nicht alle Merkmale, die den 

unstrittigen Standard der Person definieren, in dem uns vorliegenden Fall erfüllt sind. 

Dennoch gehen wir nicht davon aus, dass Personen durch diese Zuerkennung oder 

Zuschreibung erst in den Personenstand erhoben werden, sondern dass sie es aus einem 

ontologisch vorgegebenen Grund auch dann sind, wenn sie die dafür angegebenen 

Standardmerkmale nicht erfüllen. Die weitere Untersuchung zeigt, dass nicht nur naturhaft 

vorgegebene (biologische) Eigenschaften einzelner lebendiger Individuen, sondern auch 

biographisch erworbene Eigenschaften mehrerer in einem Filiationsverband, sofern sie nur 

zusammen das formal stabile Muster einer durchgängig bestehenden Lebensform des 

betreffenden Verbandes ergeben, ein verlässliches ontologisches Fundament für die 

einheitliche Klassifizierungen eines jeden Mitglieds als Person abgeben können. Da die 

betreffende Lebensform speziesunabhängig ist und in rein formalen Elementen des sie 

fundierenden Verbands begründet liegt, ist sie nicht auf  die Spezies ‚Mensch’ oder irgendeine 

andere natürliche Art festgelegt, sondern kann theoretisch in allen Filiationsverbänden 

lebendiger Individuen auftreten, die die betreffenden Formalitäten erfüllen. Es sind 

insbesondere drei formale Elemente, die durch die personale Lebensform in Beziehung 

miteinander gesetzt werden: (1) die abstrakte (Art-)Gleichheit der lebendigen Individuen im 

Einzugsbereich der Form; (2) die Tatsache, dass jedem Individuum eines Filiationsverbands 

eine doppelte Identifizierbarkeit zum einen durch seine konkreten Eigenschaften, zum 

andern durch seine einmalige Stelle im Filiationsverband zukommt; (3) die durchgängig 

verbreitete Wahrnehmung und Beachtlichkeit der doppelsinnigen Identität eines jeden in 

Gestalt der kontingent-biographischen Lebenspraxis vieler. Diese Wahrnehmung geschieht 
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nach dem überall wiederkehrenden Muster der Stellvertretung, wonach ein jedes Mitglied des 

Verbandes, das sich selbst vertreten kann, auch andere im Verband und in gleichförmigen 

Verbänden entsprechend ihrer biographischen Relevanz für das betreffende mit zu vertreten 

hat. Dieses Muster geleisteter Stellvertretung, das überall und in praktisch allen 

biographischen Verhaltensweisen der Mitglieder zum Ausdruck kommt, ist eine auf  dem 

Verband insgesamt errichtete personale Lebensform, die alle seine Mitglieder, also auch 

diejenigen, die sich aus irgendwelchen Gründen nicht selbst vertreten können, erfasst und 

folglich aus einem ontologisch vorgegebenen und für jeden Urteilenden indisponiblen 

Grund als Personen existieren lässt. 
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人格とは何ぞや  

―人格の関係論的存在論をめぐる省察― 

 

トーマス・ブフハイム（ミュンヘン大学） 

訳 安部 浩（京都大学）  

 

 

前置き 

 

人格概念は、少なくとも欧州や西洋の文明・文化・哲学においては、重大な意義を有し

ている。この概念は、［物事の］価値［の評価］、乃至は根拠づけに際しては重責を担わざ

るをえず、倫理学・法学全般における根本概念の一つである。本概念の意味を明確且つ説

得的に闡明することは哲学の重要な課題であるし、哲学・社会科学・神学では更に広範な

る議論の的になる事柄である。かかる人格概念の意義が詳らかになる三大思考圏域は、以

下の通りである。  

 

（1） 第一に、人格概念は―動詞の活用変化における第一・第二・第三人称の区別を通

して―少なくとも欧州のあらゆる言語の文法に遍在している。この意味では、人格
．．

とは

常に〈話者が話しかける相手〉の謂である。何となれば、第一人称において［自らも］ま

た「私」と称する者は誰であろうとも、かく［自］称する所以は、偏に彼が［彼に話しか

けてくる］話者を相手に［自］称するところに存している為である。前世紀の「心の哲学」

においては、「第一人称の視点」をめぐる議論が重視され、確立するに至った。今日少なか

らぬ論者は、従来は「魂」とか「魂を備えたもの」と呼ばれていた精神的存在者を全て、

その特性に鑑みて「第一人称の視点」に帰するのが常である。この視点は常に、それが〈自

分に向けられた［他者の］同様の視点に対する相手［=他者の他者］〉として自己自身を把

握する者の視点であるということによって特徴づけられている。  

 

（2） 第二に「人格」とは、権利・責任・自由の担い手の総体である。或る人に権利や自

由や責任が認められているのは、その人が人格
．．

であればこそであって、人間であるからで

も、生物であるからでも、感覚を持つものであるからでもない。思考する叡智的なもので

あるということすらも、その理由にはならない。なるほど「人権」や「人間の尊厳」につ

いて語られる場合、権利や尊厳が認められる根拠は、恰も人間存在であるかのように思わ

れる。だが〈何故に他ならぬ人間
．．

が、しかも人
．
間
．
のみが権利や自由や尊厳を有し、知性の

働きを―しかも多くの場合、少なくとも萌芽状態においては［相手の精神状態を推し量

る心的機能である］「心の理論」（theory of  mind）すら―備えている或る種の高等な動物

もそれらを持つとはされないのか〉といった自問がなされるや否や、人格概念の出番にな

る。すなわち、人間は人格
．．

であるが故に
．．

こそ、権利や尊厳や自由を有しているのである。  
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だがいかなる理由によって、乃至は［人間の］どのような性質に鑑みた場合に、人間は

人格であるのか。［この問いに対して］再度「人間であるから」と答えることはできぬであ

ろう。しかも高等動物は何故に人格ではないのか。これに「高等動物は話さないし、［意思

を伝達する］記号を用いないから」と応ずることは、蓋しほぼ不可能であろう。というの

も記号を使用し、相互に理解しあう動物は存在すると思しい故である。重要なのは知性で

も、記号の使用でもない。例えばドイツ基本法によれば、胎児ですら―話しもせず、知

的能力を発揮していないにも拘らず―人格の名に価する（つまり生存権
．
と身体に危害が

加えられぬ権利
．．

を有する）ものなのである。  

もし人格であることが、権利や尊厳や自由や責任を［それ以上でも以下でもない］正味

の人間に認定することの根拠であるのならば、こうした［人格的］存在
．．

は、［それ自体が］

又もや、［別の］更なる認定や授与の産物であると見做されるようなことはあってはなるま

い。たしかに、或る人［格］が某国の国民である限りにおいてのみ、その人［格］に与え

られることになるような特定の権利（例えば選挙権）といったものは存在する。そして無

論、国民であるということはそれ自体、或る一定の条件の下で又もやなされる認定の産物

である。しかしながら人格概念に関しては事情が異なる。それは、権利や義務や責任や自

由等を認める為の最終
．．

基盤、ないしは最終根拠なのである。従って次のように自問してみ

る必要がある。人格が（人間の如き）或る特定の自然種に属する限りにおいてではなく、

専ら人格としてのみ優遇される所以は何か、と。  

 

（3） 人格概念の第三の本義の圏域は、〈ユダヤ・キリスト教が（そしてまたイスラム教も）

神と神的なるものを人格
．．

 ［／位格］として理解している〉という事実によって露わになる。

なるほど［古代］ギリシャやローマの神々もまた「人格化」されていた。だがこの場合の

人格化とは、ギリシャ・ローマの神々が人間らしい特徴を備えていた―従って本来は、

神々を単に人間学化する（anthoropologisieren）ことがなされていたにすぎぬ―というこ

となのである。これに対してユダヤ・キリスト教の理解では、神は人間らしい特徴を一切

備えていないにも拘らず
．．．．．

、人格として把握された。ユダヤ教の神は、［我々とは］完全に異

質で、いかなる比較可能性をも絶した、徹頭徹尾「非人間的な」神である。キリスト教の

神に至っては、三つの位格［／人格］と等しきものでさえある。これは全く以て想像不可

能な、我々［人間の場合］とは全く相異なる特徴づけである。だがそれにも拘らず―そ

してこのことは第一の（すなわち文法に関わる）［人格の］意義の圏域との重要な類似点で

あるが―神は〈［神へ呼びかける際に］固有な方法で話しかけることができるもの〉、換

言すれば、〈自由や尊厳や権利や正義、その他多くを人格的な仕方で［有していることを

我々が］認定している相手〉と見做されるのである。それは非人間的であるものの、人格

的なのである。かくて〈何故にそもそも人格たるものは、他ならぬ人間であって、［意思伝

達の為の］記号を発信しているかもしれない知性的な動物ではないのか〉という問いに対

して、逆に次の如く答えることが企図されてきた。曰く、人間は神の似像
にすがた

である。つまり

神が人間のような姿をしていて、人間らしい特徴を備えているからなのではない。人間も

また神と同様に人格である限りにおいて［人格たるものは人間であって動物ではない、と

いうわけ］である。しかしながらこうした答えは、如上の「何故」の問い［すなわち人格
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たることが人間に限られる理由こそを問題にする問い］に関して［考察を進めていく上で］

我々の更なる助けにならぬことは明らかである。  

 

 

１. 人格概念は純然たる自然［所与的］概念に非ず、単なる承認から生ずる

概念にも非ず 

 

今述べた三つの問題圏―1. あらゆる発話の文法をなすもの、2. 権利・尊厳・自由・責

任を［他者に］認めることの最終的な基盤に相当するもの、3. 神的なものにおいて自己自

身の姿を映し出し、再発見すること―に鑑みるに、これらからすぐさま詳らかになるの

は、〈ヨーロッパで形作られた哲学・文明・文化における中心的位置を人格概念が占める程

度たるや、如何に甚だしきか〉、そしてまた〈人格概念と結びついた自己理解にとって、こ

の人格概念を［我々人間のその時々の都合に応じて、或るものには人格を認め、他のもの

にはそれを認めぬといった］恣意的な承認とは無縁な仕方で闡明することが、どれほどま

でに重要であるか〉ということである。 

従ってこれにより、私の所謂第一命題
．．．．

へと導かれることになる。すなわち、明らかに人

格概念は純然たる自然
．．

［所与的な］概念
．．

でもなければ、単に承認概念
．．．．

（それによって我々

が或る個人に何らかの役割や地位や職務を承認するところの概念）にすぎぬようなものな

のでもない。寧ろ人格概念においては双方の概念種の特徴が一体化しているように見える。

というのも一方において、人格概念は常に、我々が或る個人を人格
．．

として同定する為の存
．

在論的基盤
．．．．．

―我々による判断や承認からも独立して存立する基盤―を与えるのでなけ

ればならないが、そのような基盤を我々は通常、当該の個人に本性上
．．．

備わっている（例え

ば〈理性的であること〉の如き）或る一定の本質的特性の中に認めるからである。［とはい

え］他方では、我々がそのような特性を示さない
．．

存在者をも人格
．．

として理解したくなる―

換言すれば、これらの存在者（例えば昏睡状態の患者や胎児）に〈人格たること〉を承認

している―さまを証し立てる様々な例が見受けられる。つまり一方において、或る特定

の個人が存在論的な意味において人格である
．．．

所以たる〈客観的に成立している事実〉と〈そ

の事実に結び付いた特性〉が我々には必要である。だが他方で我々は、人格に期待される

特性を事実上備えていないような事例に対しても〈人格
．．

たること〉を時折は承認したくな

る。そしてこの後者の事柄はどちらかと言えば、［我々によって］恣意的に付与される承認

概念の方に似ていることになる。 

［しかしながら］まさにこうした〈人格の登場と出現は恣意的な承認の事柄ではありえ

ない〉という問題の故にこそ、私は人格概念を存在論的に
．．．．．

解釈することを試みざるをえな

いのである。さりとてこの解釈は、恰も人格が「自然種（natural kind）」の一種であるかの

如く、当該概念から［人工的でない］自然の所与を取り出すものではない。以上のように

述べる理由は次の通りである。恣意的な仕方で承認される事柄というものはそれが何であ

れ、［かく承認される場合と］同様に恣意的な仕方で承認されない
．．

といったことや、或いは

むしろ［積極的に］否認されることもまた起こりうる。これについては我々が、数多くの

先例―語の全き意味において「人格」であることが、所謂未開人や奴隷やユダヤ系同胞
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に対しては否認された例―を歴史から学んでいる通りである［―ここまでが、恣意的

な仕方で承認がなされる事柄として人格概念を取り扱わない理由である］。しかしながら

他方で、〈人格であること〉から自然の
．．．

所与を取り出す場合は、権利や自由や尊厳といった

ものもまた忽ち、単に我々の［人間］本性から帰結する現象に成り下がってしまうことに

なる。しかもその際、我々は最早我々自身のことを〈自らの本性から解き放たれており、

自然が我々に対して［初期条件として］予め設定していると思しきものとは異なるものこ

そを正当かつ真であるとみなす存在者〉として理解してはいないのである［―以上が、

人格概念から自然の所与を取り出すことを行わない理由である］。 

かくて人格とは自然状態でもないし、［恣意的な承認が齎す］単なる価値妥当という制度

［的構築物］でもない。そこで私の主張する第二命題
．．．．

は次のようなものになる。存在論的
．．．．

概念を個々人の自然的特性によって基礎づけることを選択する方策は、人格の［ことが問

題になっている］場合は目標にはならない。［このように］我々は〈人格たること〉をそう

した個々人の〈自然への帰属性〉や〈進化において条件づけられた特性〉に纏わる術語に

結び付けるようなことをなしえない一方で、他方においては、かかる特性を定義上備えて

いなかったり、［人間以外の］他の種に属していたりさえする事例を［人格に］含めうるの

である。  

〈人格であること〉は我々の意志的な裁量が及ばない存在論的事態である。だがそれに

も拘らず―〈我々の意志と自己規定に先んじて予め与えられている存在〉として経験さ

れるものの大半とは異なり―［人間］本性から生ずる事柄ではない。人格をして、その

ような何らかのものである
．．

がままにさせているもの。しかもその際、なにがしか［の働き

かけ］を人格に対してなしうるわけではないが、とはいえまた人格に関する我々の見解や

決定［の如何］によって、人格がそれを喪失するようなことが生ずることもありえないも

の。人格において、そのようなものとは一体何であるのか。私の考察の役目は、今述べた

問いに答えることにある。 

本考察の出発点をなすのは無論、それなくしては〈人格であること〉がそもそも成り立

ちえぬところの自然の所与、すなわち〈生ける個体たること
．．．．．．．．．

〉である。生ける個体たるこ

との本性（Natur）が［当の個体にとって］重要である所以は、個体の生においては〈そも

そも現実に存在すべく、この生が本性上備えているもの〉の中で枝分かれ（Schere）が生じ

てくるところにある。こちら［側］の生の道筋（Strang des Lebens）は、当の生にとっては

意の儘にならぬ仕方で予め与えられているものであり、その現実存在の自然的条件である。

我々はこれを「生の生物学的な
．．．．．

道筋」と呼ぶことができる。生の枝分かれのもう一方の側

には―個体において形成される生の行路の変容・変様を通じた―かかる［生の］現実

存在の続行がある。この後者の方を我々は「個体の生の生記述的
．．．．

な
．
（biographisch）道筋」

と呼ぶことができる。なるほど後者（生記述的な道筋）は常に前者（生物学的な道筋）を

条件（ないしは担保
．．

）とすることで成立する。しかしそうであるとはいえ、後者は―お

のが現実存在を自ら続行していかねばならぬところの―他ならぬ当該個体の裁量に（部

分的には）任せられている。そして私の第三命題
．．．．

によれば、これこそが、すなわち〈当該

個体に対して生物学的に（ないしは本性上
．．．

）予め与えられている
．．．．．．．．．

生の道筋を担保とする個
．

体の生の生記述的な
．．．．．．．．．

道筋
．．

〉こそが、人格が現に存在していることの欠くべからざる基盤で
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ある1。すなわち、人格の現実存在の存在論的な基礎づけは、当該の個体の―生物学的な

生の道筋ではなくして―生記述的な
．．．．．

生の道筋においてこそ常に見出されうるのであり、

人格が生記述的な仕方でそこに組み込まれているところの〈生と振る舞いの一定の形式
．．

〉

の中に存しているわけである。 

 

 

２. 生の形式の（生物学的範疇に代わる）生記述的範疇   

 

そこで私は、〈或る特定の個体や個別的存在者が人格である場合、その時には常に、生け
．．

る
．
個体のことが問題にされていなければならない〉ということを当初から前提することに

する2。というのも我々は、本性によって予め与えられている現存の担保と、生記述的な回

路（生が個体として自ら成立させてきた［当の生の現実存在の］続行をなしうるのは、こ

の回路内においてである）との間の［懸隔を作り出す］この特異な分岐作用（Aufscherung）

をただ生けるものにおいてのみ見出す為である。それ故、生ける個体の振る舞いは、無生

物の（構造化された）システムの振る舞いとは存在論的に異なるように思われる。しかも

その相違は、〈［前者の場合、］振る舞いのありうべき目標設定（こうした目標設定はロボッ

トでも有しうるようなものであるが）には常に、生の全き
．．．．

［ありようの］続行を関心事と
．．．．．．．

する
．．

個体全体の維持が含まれていること〉によるのである 3。このことは、例えば人格の如

き生ける個体が、自らの全きありよう（Integrität）を関心事とする当の個体の維持に反する

ことや、それを賭することもなしうる可能性を否定せんとするものではない。しかしなが

                                                           
1 今述べた人格の（担保すなわち「［他の何物に対しても］独立不覊なる条件」と相互嵌入的に絡み

合っており、それ故に生ける
．．．

）本質的形態は、哲学者 F. W. J. シェリングが初めて体系的に記述し

たところのものであることは明らかである。「そして人格性とは、さきのわれわれの説明［vgl. SW 

VII, 364］に従って、或る自立的なるものとそれから独立なる或る基底との結合に基づくものとす

れば、すなわちかくしてこの両者が全く相貫き合ってただ一つの存在者をなすのであるとすれば、

神は、そのうちの観念的原理と（この原理への関係からいえば）独立である根底との結合によって、

最高の人格性である。なぜなら、神のうちなる二つのものすなわち基底と実存するものとは、必然

的に唯一絶対なる実存に合一するからである」（シェリング『自由論』、SW VII, 395 f.［訳注：『自由

論』からの引用は次の邦訳に従った。西谷啓治訳、『人間的自由の本質』、岩波文庫、1951 年、125

頁］）。シェリングによれば、このことは（有限なる［者という］意味での）あらゆる人格に対して

［神と］全く同様に当て嵌まり、従って人間の人格に対してもまた例外なく当て嵌まるのである。

故にシェリングに倣えば、それは人格全般の現実存在［を識別する上で］の体系的な根底的基準
．．．．．

で

ある。  
2 この見解は、［我々が］人格概念を派生的な意味においても（例えば法人の意味で）正当に用いて

いることを排除しているのではない。というのもこうした［人格概念の派生的な使用］例では、本

来の人格に承認されている〈責任を伴う行為をなす権限〉が、例えば会社や団体といった法律上定

義されている存在者へと一定の規定に則って移し置かれているからである。これらは全て、純然た

る承認と承認概念を通じて行われているが、その根源（つまり［本来の］人格）が人格であるとい

うことは無論、又もや［別の］承認に基づいているわけではない。  
3 全きありようへの関心が目標設定に含まれていることにこそ、生物における一種の内的な主観性

―この主観性のおかげで、生物は総じて当該の目標への到達を目指すようなものであるのだが

―はその基礎を有している。「関心」があるということは［それだけで］既に、その関心の内実

をなすものに意識的に
．．．．

関わらなければならないことまでをも意味するわけではない。例えば、呼吸

を行なう全ての存在者には〈汚染されていない吸気〉への関心があるとはいえ、これらの存在者は

そのことに対して意識的である必要はない。しかしながら、掃除機が十分な電源の供給といったよ

うなことに何らかの関心を抱いているとは、よもや何人も想定すまい。  
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ら、かかる振る舞いは生物において自らの関心の放棄・断念・撤回といった性格を持つこ

とになろう。 

そこで私としては、〈もし何らかの仕方で目標設定を行った上で振る舞うものなのであ

れば、技術によって制作された或る特定のシステムに対して、第一にこのシステムが生物

であるかもしれぬこと、そして第二にそれが人格ですらあるかもしれぬことを我々はいつ

の日かしかるべき判断基準に照らして承認せざるをえなくなる〉といった想定には、哲学

的に異論を唱えるつもりはない。しかしながら、〈当該システムには、まず
．．

客観的に生ける

ものとしての位階が―そしてしかる後に初めて
．．．．．．．．

、かかる基盤の上に、場合によっては人

格としての位階もまた―認められるべきである〉という点に関して譲歩することはなか

ろう。［なおこうした位階認定は］生物や人格である為の（その時々に見合った）存在論的

条件が満たされているか否かに応じてなされることであろう。［但し］私［自身］は、生け

る個体であることの存在論的な条件を個体としての自己存続が全きありようにおいてある

状態に対する関心―しかも恒常的に（生の全体を超えて）随伴し続ける関心―の中に

認めるものである（嘗てピーター・ヴァン・インワーゲンは、こうした生の関心のことを

〈生に特有な「我執（ jealousy）」〉と呼んだことがある4）。 

卑見によれば、以上の一般的な理由により、比較的高等な生物の個体においては次の両

者が常に区別されることになる。その両者とは、〈当該生物に不変の
．．．

ものとして、そして

当該生物を形作り、その生を維持するものとして帰属する性質ないしは特徴（これは自然

種の仲間であることが通例である）〉と〈今述べた性質とは別物であり、［当該生物の現

存と］同時に行われる生の維持に際しては、交換可能にして可変的なるものとして当の生

                                                           
4 Peter van Inwagen, Material Beings, 1990, p. 88 f. を参照。「私が考えるところでは、生物は波よりも遥

かに個体化されている。そして生物には、波が共有してはいない興味深くて重要な特徴が認められ

る。波（例えば水の波）が二つあり、正反対の方向を進みあうそれぞれの波が互いに貫入しあうさ

まを考えてみよう。双方の波が空間的に同一の位置を占める瞬間に撮られた静止画によって示され

るもの、それは（その振幅が両方の波の振幅の総計であるところの）一つの波であると思しきもの

であろう。卑見では、複数の波が存在していることを仮に常時仮定するとすれば、〈互いに重ね合

わさった瞬間には二つの波が存在しており、その瞬間、各々の波は同一の水の分子の活動から構成

されている〉と言わねばならない。この可能性（二つの波が同じ一つの物の活動によって同時に構

成される可能性）は、次のように述べることによって描写されることであろう―波は我執を伴う
．．．．．

（jealous）出来事ではない、と。だが生物には我執が伴う。X の活動が同時に二つの生物を構成し

ているようなことはありえない」。［このように］「我執（ jealousy）」という性質が個体の生に帰

属しているからこそ、その基盤［をなす部分］の活動は偏に
．．

個体的な生命体の構成に寄与している

のである。問題は、事柄に鑑みた場合、この「我執」が何に基づいているのかということである。

私見によれば、その答えとなるのは、己自身に向けられており、絶え間なく存在（存続）している

ところの、［諸々の構成要素の］合成からなる総体性（全きありよう）を巡る生（ないしは現実存

在）の関心である。これに対して、機械的に構成された総体的なものにはそうした自己への関心が

備わってはおらず、［設計者によって］指定された機能に対する関心―しかもそれは能う限り最

適な仕方で今後も更に［設計者から］支援を受けることになる―があるのみである。機械をプロ

テウス［の如き変幻自在なるもの］として設計することは可能であろう。［設計者によって］指定

された機能の保持の為に要求されるものが何であるかによって、それに応じた極めて多種多様な材

料や構成方法が環境から調達されることであろう。相異なる仕方で組み立てられているものの、［協

働すべく相互間で］  調整されている複数のロボット（モジュール）の一群が、一台のロボットに

よって果たされるべき各々の機能に対して用意されているさまを想像してみよう。機能遂行条件の

如何によっては、その一群から［現れた］別のロボット・モジュールが機能するようになる。そし

てそれが機能遂行に際して消耗してしまうと、当該の一群からまた別のものが［代わりに出てきて］

機能を続行する。投入されるモジュールの方は絶えず交代しているが、機能は同じままである。  
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物に帰属する性質〉である5。前者の不変的性質（これを生理学・生物学的性質と呼ぶこと

もできよう）は、顕在的な行動の総体を構成している要素であるのみならず、同時に又、

かかる行動の中に現前しており、その具体的な行動様式の全てに設定されている担保
．．

［の

存在］を明示するものである。これに対して後者の方は可変的な
．．．．

構成要素であり、絶えず

こうした担保の下で
．．．

のみ生ずる（そしてまた存続させる）ことが可能なものである。［例

えば］光に余りにも近づきすぎると、メクラグモは焼け焦げになってしまう。この例が示

す通り、後者の性質は、自然種の如何に応じて（大同小異であるし、曖昧な区分でしかな

いが）劃定されている〈当該種に属する個体による多かれ少なかれ可変的な
．．．．

行動の回路や

圏域〉を形成している。そしてかかる行動回路・圏域では、［当該種の］あらゆる個体の

行動様式は（「生物学的」や「生理学的」に代えて）「生記述的
．．．．

」と正しく呼ばれてしか

るべきなのである。かくの如く生の表出の二分類（〈不変的なる仕方で生物学的であるも

の〉と〈可変的なる仕方で生記述的なもの〉、前者は全ての行動様式に担保を与えるもの

であり、後者は、それによって開かれ、同時にまた劃定される回路の方に向きを変え、そ

れに沿って動くものである）が内的に区別されることは、個体として
．．．．．

分化した高等な［生

物］種の生に特有な事柄である―たとえそれが生物学上の種一般という意味での「生」

に特有であるわけではないにせよ。というのは、例えば酵母菌やバクテリアに関しては、

それらもまた、先述のような〈自らの生の表出の担保〉の支配下にあるとはいえ、行動の

生物学的な構成要素が生記述的なそれから区別されることはないからである。従って生記
．．

述的な
．．．

性質（ないしは特徴）は常に、当該の生物がその生の表出において偶発的な
．．．．

仕方で

行う事柄を通じて初めて獲得されることになる。万一そうした生記述的な性質が消え失せ

てしまう―或いはそれどころか［そもそも］生じないままである―としても、このこ

とから〈生ける個体は存在せず〉という話にはならない。以上から、私の上述の第三命題
．．．．

が言わんとするところは次のようになる―人格が現存する為の存在論的な基礎は常に、

特定の自然種や本性的にその適性を有している生物においては十分に普く確立していると

ころの〈（生物学的に
．．．．．

不変な行動様式ではなくして）生記述的な行動様式
．．．．．．．．．

の或る種の形式〉

の中に探究せられるのでなければならない。  

だが生ける個体における種に固有な生記述的な
．．．．．

性質の所有にとっては、かかる性質の

個々の担い手のみ
．．

がいつも決定的であるとは限らない。例えば、妊娠していることや魅力

的であること、或いはまた読書家であることや教養があることといった生記述的な性質は、

（ただ一見明白にみえるにすぎない）〈外在的性質と内在的性質との区別〉の有効性を失

わせることになる。そのような生記述的な性質は寧ろ、複数の
．．．

生ける個体の生の記述

（Biographie）に特有な文脈
．．

から根拠づけられ、そしてこのように文脈が［複数個体の生記

述的な性質を］特徴づけることには（その程度の多少こそあれ）普遍性と、［これらの個

体が幾つかの集合に分類される際、］そうした複数の個体の集合を遍く覆う広がりが認め

られる。しからば生記述的な文脈は複雑な
．．．

ものであり、複数の関与者によって齎されるこ

                                                           
5 それ故、この個体がその下で振る舞うことになる後述の担保との関係においては、前者［＝不変的

性質］は、無くてはならぬもの、或いは主観的に必然的なものと呼ばれうるが、後者［＝可変的性

質］は主観的に可能なもの、ないしは［担保によって］許容されつつ、同時に［その］支援を受け

ているものであるにすぎない。 
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とになる。こうした場合、当該の生記述的に根拠づけられた性質は―その存在論的基礎

は、〈この単独の個体〉としての生ける個体の中には存在しないものの―だがそれでも

なお、これらの個体に個々別々に帰属し、またその生を全体として形成する働きをもなし

うるのである。「全体として形成する働きをなす」ということが意味するのは、先に述べ

た［文脈による］複雑な特徴づけが、［当該の文脈への］関与者の生記述的な生の表出の

全て（ないしはその大部分）に色濃く映し出されていることである。生記述的に複雑であ

り、同時にまた生を形成するこのような性格づけの最も顕著な例は、例えば人間の場合で

あれば、〈言語的存在（あるいは言語の話者）であること〉である。かかる性格づけは当

該の生ける個体の各々に帰属するものではあるが、とはいえそれは存在論的には、個々の

個体に根差していないのである。  

管見によれば、今述べた点にこそ、〈（例えば）人間の集合の成員は全て人格である〉

といった事実の存在論的な
．．．．．

根柢もまた認められることになる。すなわち、これらの成員が

人格であるのは―何らかの高度に普遍的な、だが同時に複雑な（換言すれば、複数の関

与者をそれ自身の中に統合しているような）、そしてそれにより全体としてよく基礎づけ

られているところの―人間の生記述的な
．．．．．

〈生の形式
．．．．

〉に基づいているのである。［前掲

の］言語の例におけるのと似た話であるが、〈重要なのは生記述的な生の形式
．．

であって、

何かしら広く流布するに至った特徴づけ（例えば、住まいを持つこととか食習慣を涵養す

ること）だけが問題なのではない〉という［人格の成立の基盤における］形式面の要素は、

〈複数の関与者を生記述的に複雑な行動の統一へと独自に統合する仕方は、それが登場す

る場面がいかなるものであろうとも、或る特定の形式的な基本型
．．．．．．．

（Grundmuster）に従う〉

という事態に存している（「形式的な基本型」については追って詳述することにしたい）。

以下すぐさま明らかになるように、この形式的な基本型は、生物学的（かつ［或る生物］

種に特有な）性質（この生物学的な性質とは、それが関係している生ける個体が、自らの

現存の本性上の担保として呈示するものである）に依存していない。ここでこれだけは強

調しておきたいと思うのは次の点である―上来述べ来たったことからすると、もし［人

間の（生記述的な）生の形式に］類似しており、比較的普遍的な仕方で生を形成すべく機

能する生の形式が供給される領域に住まうものなのであれば、そのような生ける個体は全
．

て
．
人格であることになろう（但しその際、この生ける個体は、生物学上の有機体であるこ

とさえも必要ではないし、ましてや我々の進化の一齣をなす何らかの［生物］種に属して

いなくともよいわけであるが）という点である6。 

かくして私の第四命題
．．．．

はこうである。人格性が存在論的に依拠しているのは、高度に普

遍的にしてそれ自体が複雑であり、しかもその際どこまでも生を形成して已まぬ生の形式

である。そしてそれは、この生の形式に与っている生記述的な［次元での］関与者の大多

数が有しているものなのである。 

従って人格の存在論が基づいているのは、〈同一の生の遺産（そしてそれと共に、自ら

の現存を支えてくれる同種の担保）を共有する複数の（或いは多くの）個体が、複雑かつ

                                                           
6 しかしながら、かかる個体はいずれにせよ、生けるものでなければならない。そしてこのことが意

味しているのは、〈かかる個体による［一定の］目的を目指した行動の様式は、全き［ありように

おける］自己の存続という担保の下に絶え間なく服している〉ということである。 
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生記述的な相互関係の中にある〉という事実である。そしてその相互関係は―能動的・

受動的の別を問わず、かかる個体が関与しているところの―或る特定の形式
．．．．．．．

（ないしは

形式的な型）によって著しく（換言すれば、生の全領域に関して徹頭徹尾）特徴づけられ

ている。以上の如き仕方で、同一の生の遺産を共有する複数の―或いは多くの―個体

は、（この後すぐ詳述せられるべき）何らかの形式
．．

なるものが行き渡っている複雑な生記

述的関係によってそれ自体が構造化されている一箇の団体（Verband）を形成していること

になる。これを「系統団体（Filiationsverband）」又は「家族団体」と呼ぶことができよう。  

 

 

３. 〈自然概念と承認概念の間にある存在論的に重大なるもの〉としての人

格の生の形式 

 

本質的に個々別々
．．．．

なるものである全ての人格の存在論的基礎は、同じように個別的なこ

の個体の中にあるわけではなく、複数の関与者からなる団体において可能になる〈かかる

個体としての人格の生記述的な現存の形式
．．

〉の中にのみある―もしこの命題が正しけれ

ば、冒頭で述べた問題7［―もし我々が人格であることを（自然由来の概念として）個々

の個体を存在論的に構成している特性に基づけて確たるものにするのであれば、かかる特

性を示さない個体は人格でないことになる。しかしながらもし我々が個体を（承認概念と

して）存在論的な（つまり当該個体の存在に基づく）根拠なしに人格と定めるならば（例

えば我々の理性の自律の故に、或いは人類愛の為にそうした人格としての認定を行うなら

ば）、何がおしなべて人格として数え入れられていて、何がそうでないかを我々は自分の

［恣意的な］胸算用次第で決定できることになってしまう―］は解消される。というの

も先の問題8が生じたのは常に、次のいずれかの場合―あるものを個体たる人格として特

徴づけることを存在論的
．．．．

にも個人［/個物］の例を基にして揺るぎないものにしようとした

か、或いはこうした存在論的な定位を完全に断念しうると考えたか―であった為である。

そのような場合、〈いかなるものであれ、適格な事例が人格とされることの条件〉は〈生け

る個的有機体として個体化されることの条件〉に従うことになり、そしてこの［両条件の］

重なり合いにより、前者の条件は、一見したところ［個体の］実質を形作っているものと

して、自然な仕方で生ける有機体と結び付けられてしまう。だが実際には、これらは［各

が］相異なる根を持つ二つの存在論的体制である（つまりその中の一方は個々の実体とい

う純然たる自然［由来の］概念に、そしてもう一方は、大勢のものからなる集まりにおけ

る―自然［由来のもの］としては定義されえない
．．
―生記述的な形式に起因するもので

ある）。かくして〈ただ人格の自然［由来の］概念を受け入れることだけが可能であるか（人

格であることは存在論的に重大な事態ではあるが、自然的な事態でない以上、これは満足

のいく選択肢ではない）、それとも存在論的含意の方を完全に放棄してしまって、「人格」

                                                           
7 （訳注）管見の限り、この問題に相当する箇所は、本論冒頭部には―少なくとも明示的な仕方で

は―生憎見当たらない。そこで問題の内実に関して原著者に照会した。以下、原著者の意を汲み

つつ、角括弧内にて当該問題を敷延することにする。  
8 （訳注）注 7 を参照されたし。 
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から純然たる承認概念を作り上げねばならないか（但しこの承認概念が或る特定の事例に

関して与えられるか［否か］は、多かれ少なかれ然るべき根拠に基づいて我々が［その事

例が人格に相当することを］承認しようとするのか否かということに最終的には懸かって

いる）の何れかである〉という［二者択一が迫られる］印象が生ずるに至る。 

上述の如く、自然によって与えられる（同一の生の遺産を共有する複数の個体からなる）

系統団体を単に基盤としてのみ根本に据える場合、なるほど［個体の］実質を形作ってい

る（すなわち生物学的な）個々の個体の性質が、その団体の全成員が有する（自然的では

なく、むしろ人格的な
．．．．

）特性の存在論［の領域］に―かかる基盤に基づく仕方で―属

しているということはない
．．

。とはいえ生の遺産を分かちあう個体の集まりとしての系統団

体における当該性質の抽象的類似性
．．．．．．

こそは、何よりもまず、かかる存在論の［領域の］一

部をなすものである。なおその特定の時点でどの位の数の個体が現実に存在しているかと

いうことは問題にはならない。  

第二
．．

に
．
人格的な特性の存在論には、こうした系統団体の各成員が―銘々に自ずから帰

属することになるその唯一無二の立場
．．．．．．．

や地位によって
．．．．

―一意的に同定可能であるという

事態が属している。その際、かかる系統団体においてなされる筈である当該の生の遺産の

分割がいかなる仕方で実施されたにせよ、それはどちらでもよいことである。人格を［人

格として］決定的に際立たせているのは、生きた個体であることのみならず、それをも超

えて、当の人格が身を置いている〈同様の仕方で占められている数多の立場［同士の］関

係性の体系における立場〉が唯一無二であるということなのである9。〈己自身の自然的な

性質によってではなくして、系統団体の関係性の体系内で自らが所を占める立場によって

のみ同定される〉という人格のかかる独自性は、実践においては次の事実によって表現さ

れている。すなわちそれは、各々の人格には何某かの名前
．．

が与えられており、しかもその

名前なるものは専ら、当の人格が謂わば「所属している」所
．
（Platz）を明示するだけであ

って、［その人格の様々な性質を］記述した内容を含んではいないということである。確

かに我々は動物にも、或いは又、我々にとって重要な物にも名前を付けることがある。と

はいえ明らかにこれは、我々自身が関係している実践には匹敵すべくもない［二次的な］

事柄であるにすぎない。それに対して我々と同類の者、つまり同じ系統団体に属している

者については、かかる命名は第一次的にして本来的な仕方で、かく執り行われているので

ある。 

かくてこれら［生ける個体の性質の抽象的類似性と、個体が所を占める立場の唯一無二

性］が、人格的な特性［を形作っているところ］の―そしてそれだけを取って見れば、

それでもう十分であるとは言えない―二要素である。なるほどこれらは系統団体の本性

によって与えられるものの、当該の個々の個体の自然［由来の］概念に属しているわけで

はない。というのは、このような当該の系統団体における唯一無二の立場
．．．．．．．

も、［系統団体

の成員の間で］分かちあわれている生の遺産の抽象的類似性
．．．

も、集まりをなしている成員

の中のどの一員にとっても、その実質を構成するものではないからである。例えば人間的

                                                           
9 関係性の体系が人格概念に対して有する意義の指摘をローベルト・シュペーマンは以下の著作に

おいて初めて体系的な仕方で行った。Personen. Versuche über den Unterschied zwischen ‚etwas’ und ‚jemand’ , 

Stuttgart (Klett-Cotta) 1996; 32006, z.B. S. 196. 
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な生き方や生の様式が人間にとってそうである如く、たとえ遺産によって予め指定されて

いる生き方や生の様式がそれぞれの個体にとっては無論、どれほどまでにそれに特有であ

り、取り除き難いものであろうとも。  

人格の二つの「［自己］同一性」（その生物学的・生記述的な特徴によって一意的な同定

がなされる或る特定の生物としての個体性を通じた［自己］同一性と、その生物が身を置

いている〈関係性の体系における立場〉の唯一無二性を通じた［自己］同一性）が論理的

に互いに独立していることは、次の一事によって明らかになる。すなわちそれは、［目下問

題］にされているのは、厳密に言えば、いかなる個体のことであるのかということが、二

つの完全に相異なる道において遡行的に辿り直されうることである。関係性の体系におい

てまさにこの立場に身を置く者でありうるのは、唯に当該の人格のみである。その際、こ

の人格に備わっている性質の如何は何ら重要ではない。しかるに、かかる系統団体に初め

から属している個々の成員はそれぞれ、かくかくしかじかの気質であり 10、これこれの自

然的・生記述的な特徴や性格を有している。そしてそうした特徴や性格は一切合切、まさ

しく当の成員のみに備わっているものなのである。  

だが［上述した第一と第二の要素に対しては］或る生きた個体の人格（ないしは人格の

特性）の存在論における第三の
．．．

（しかも決定的意義を有する）要素が更に付け加えられる

ことになる。というのは、生きた個体からなる家族的な系統団体であって初めの二つの要

素［のみ］を満たすものは、その全てが人格を実際に含んでいるとは限らないからである。

例えば狼の一群や狒々の群れは、［人格同士の系統団体におけるのと］同様に、似たよう

な系統団体において各成員が［それぞれの］唯一無二の立場に身を置いているとはいえ、

人格からなる団体ではない。  

人格の存在論における初めの二つの要素が、人格性の前提
．．

としてある限り不可欠な自然

概念に負うていたとすれば、第三の構成契機は、終始一貫絶えず繰り返し行われているも

のの、さりとて「自然的なもの」とは呼びえない〈集団的に
．．．．

彫琢された生の形式
．．．．

の枠組み

の中での生記述的な実践〉に由来する承認の要素を含んでいる。そしてその生の形式は、

その自然［由来］の遺産が齎す何らかの性質を分かちあう集団全体の中で、各人にとって

は自由裁量の埒外にあるものとして
．．．．．．．．．．．．．．．

普く行き渡っている。このような生の形式は、〈或る

者が系統団体において有している唯一無二の立場〉と〈当の団体における或る特定の個体

としてのその者に備わっている自然的な（そして又［後天的に］獲得された）著しき特徴〉

の間の先述の区別が一般に顕然たること
．．．．．．

と、その不断の実現に基づいているのである。  

                                                           
10 この箇所［の論述］では、多種多様な場面において尚も同一の人格が  ［絶えず］問題にされ［続

け］うるという（人間の王子にして蛙である「蛙の王様」［の童話］におけるが如き）事態は単に

除外されるようにしか見えないであろう。しかしながらかかる事態は、様々な気質の特徴を［当該

の童話で］仮定されているように生記述的に接合すること
．．．．．．

（例えば王子として生まれた個人を手術

や魔法によって蛙へと変身させること）によって思考可能なものとなる。そしてこれは―古来よ

り神の三位一体に即して、齟齬を来さなくても済む仕方で主張されてきた如く―同一の個体的実

体が複数の人格において同時に現存する（換言すれば、人格の関係性の体系の中で複数の立場に身

を置く）というような場合が論理的には不可能でないことと同断である。そのことをライプニッツ

は以下の論文で論証した。»Responsio ad Objectiones Wissowatii Contra Trinitatem et Incarnationem Dei 

altissimi«. In: Gothofredi Guillelmi Leibnitii Opera Omnia, Nunc primum collecta, in classes distributa, 
praefationibus et indicibus exornata, studio Ludivico Dutens. Tomus Primus, quo Theologica continentur. 
Genevae, Apud Fratres de Tournes. 1768. S. 11-16 . 
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従って［殊更］「集団的に」彫琢された生の形式なるものについて私が論じているのは、

個々の成員が身の回りの各成員に対して、その唯一無二の立場に関するこうした注意を生

記述的［な次元］に［おいて］も払うことは必要ではないからである。むしろ当該の集団

においては、そうした注意を払いあう実践の普及の度合いが然るべき程度にまで達してい

るのでなければならない11。故に、かかる系統団体における成員全て
．．

の人格性は、当の成員

達がこれを生記述的な仕方で実現し
．．．

、成就する
．．．．

ものであるが、だがそれはあくまでも〈［こ

れらの成員達に］相応する団体に（それを除去することを目指すような意図がないのであ

れば）杜絶することなく内在している何某かの所与〉を基にして行われるのである。かく

て私の第五命題
．．．．

が［今や］その姿を現すことになる。この命題において私は、生記述的な

生と振る舞いの形式的な
．．．．

（そして自然種に依存していない
．．．．．．．

）三点の特徴を一括する。そし

てこれら三つの特徴を一纏めにすることによって、自然的な（或いは生物学的な）性質に

依拠せずとも、人格の現実存在を存在論的に
．．．．．

確固たる仕方で基礎づけることが可能になる

のである。  

かく述べる理由はこうである。系統団体に杜絶することなく内在しているものは、第一
．．

に
．
、〈その成員が有している唯一無二の立場を通じた（そしてその個体の諸性質には左右

されないところの）同定可能性が各成員には備わっている〉という事態である。同様に杜

絶することなく［系統団体に］内在しているものは、第二に
．．．

、〈［成員間で］分かちあわ

れている生の遺産に関しては、抽象的な類似性がある〉という事態である。杜絶すること

なく［系統団体に］内在しているものは、第三に
．．．

、〈然るべき多人数の成員は―その個

体的に生記述的な生のあり方において彼らは、人格たる適性をそもそも与えてくれている

何らかの生の遺産を備えているわけであるが―彼らの身の回りの成員達に関する先述の

同定可能性に対して（当の成員達の個体的な特性を顧慮することなく）意を注ぎ、しかも

自らの態度を特徴づける形式的な要素においてそれを表明することをも行う〉という事態

である。  

まさしく個々の家族において、或いは学校での遊びや勉強において、そして畢竟ずるに

社会における相互の交際や人付き合いのありようとその諸相の全てにおいて観察されうる

のは、〈或る者がその身を置いている抽象的な立場や役目〉と〈その者が持ち合わせてい

る具体的な諸性質〉との区別こそが、関与者の振る舞い方にとって極めて重大な肝要事で

あるということである。自らの生の脈絡の殆ど全てにおいて、我々は次のように振舞って

いる。すなわちそれは、自分自身が現実に身を置いている所には―その同じ立場には、

原理的には他の人もまた立ちうるような仕方で―［あくまでも］ 仮初めの代行者として
．．．．．．．．．．

身を置いているにすぎないことに思いを致しながら、我々自身、及び系統団体における他

の成員のことを認識しているという振る舞い方である。  

                                                           
11 ［個人のそれを超えた］集団の権限は他の観点からも語られるものである（例えば、効力を有す

る選挙を行う権限、科学の卓越性に批判的である大衆が［一定数］存在するようにする権限、［交

通］整理が［きちんと］なされた交通を提供する権限、等々）。このような集団的に承認された権

限においては（生の形式におけるのと同様に）当該の集団の各成員がそうした権限を実際に有し、

行使してもいることは常に必要でない。とはいえかかる権限を有し、行使しているのは、その生記

述的な振る舞いの様々な仕方においてある当該集団の個々の成員以外の何者でもないわけである

が。 
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従って既に明らかにしたように、上述の生の形式は存在論的な
．．．．．

［観点からすれば］重要

なものであるが、しかしながらそれが、生の或る特殊な個別的事例について［その事例を

主語とする命題の］述語として陳述されるようなことはありえない
．．

。生の形式は、［それ

らに］相応する生の団体における大多数
．．．

［の個体］について
．．．．

のみ述語として陳述されうる

のである。よってそうした［生の形式という］存在論的に重要なものが生ずるのは、［生

の］或る特定の個別的事例が生記述的にいかなる仕方で振る舞うかということとは或る程

度までは無関係である（だがそれにも関わらず、この個別的事例は生の形式に帰属してい

るわけであるが）。生の形式はその基盤を［第一に］個々の個体に備わる自然の稟性12の中

に、かつ又［第二に］各個体の［生の］基盤をなす生の状況13の中に、そして更に第三に、

こうした状況に有利に対処する為の〈生記述的に複雑な基本型〉14の中に有している。一般

に生の形式によって与えられるのは、〈この形式に合致するものであるならば、個々の個

体の生記述的な行為は、他の個体との生記述的な［次元での］連関の中での生の全きあり

ようにとって比較的確固とした（しかも有利になる）仕方でなされることになる〉ことの

保証である。とはいえ生の形式が集団的に彫琢された形式として与えられることは、個々

の［個体の］生記述の一様性と無縁ではない。何故ならば言語を操る存在者の許での言語

と同様、この生の形式なるものは（個々の単独の生ではなくして）多数の生記述同士の連
．．．．．．．．．．

関
．
の形式的な特徴である為である。それ故、同一の生の遺産に根差しているものなのであ

れば、［多数派と］同様でない［異彩を放つ生の］個別的事例とてもやはり依然として、

かの生の形式の傘下にある事例たり続けているわけである。上来述べ来ったことから明ら

かになるのは、次のような第六命題
．．．．

である―〈系統団体における自らの所を仮初めの代

行者としてのみ占める〉という上述の生の形式は、この系統団体における個々の
．．．

成員、及

び（当の生の形式に十分適ったものであろうがなかろうが）その成員の具体的な振る舞い

が意のままになしうるものではない。それは、［系統］団体全体の（従ってまた、それが

この団体全体の中で成立しているものである限り、その限りにおいてのみ個々の成員がお

しなべて―少なくとも消極的な仕方で―関与しているところの〈当該団体の成員の多

数派〉の）所掌事なのである。  

つまり［以上を要するに］生の形式に備わっているのはまず、〈この形式［の存在］を

明示しているような系統団体においては、それが流布している度合いが高い〉という事態

である。次に、生の形式によって―［成員の間で］著しく類似した仕方で遂行されると

ころの―非常に多くの（しかも極めて多種多様な）〈個体の生記述的な振る舞い方〉が

形成される。そして生の形式は、それに合致するような個々の生記述［的な行為］に対し

ては、全体として比較的有利に働く［今後の行為の］進展を保証することになる。  

しかしながら系統団体において普く流布している生の形式の或る特定の形式的
．．．

要素こそ

が、いうなればこの生の形式なる〈編み物見本（Strickmuster）〉の（何処においても繰り

返し現れる）編み目こそが初めて、人格が現実に重要なものであるという事態を可能なら

                                                           
12 ［成員間で］分かちあわれている生の遺産は、（例えば比較的高度な知性や、相対的に見て僅か

な程度の自足といった）或る種の適性［の存在］を明示してくれている。  
13 これは、同類の多数派に鑑みた（そして彼らとの協同においてある）生の謂である。  
14 これは、仮初めの代行者としての立場から自己をも他者をも認識することの謂である。  
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しめているのである。そしてこの人格とは、その生記述［の相互］の連関において、〈系

統団体の―抽象的に見れば同類の―成員の関係性の空間の中で所を占める者としての

自らの［自己］同一性〉と〈自然的な（そして又［後天的に］獲得された）諸性質を備え

ている者としての自らの具体的な［自己］同一性〉との区別を［それ自体が］又もや人格

的・生記述的であるような振る舞いへと絶えず変換している者達の謂である。人格の振る

舞いのこのような〈編み物見本〉は、第七命題
．．．．

において以下の如く定式化される。人格的

な生の形式を備えた系統団体における―自分自身
．．．．

を保護しうる
．．
―各成員は、［他の］

同型の団体における―生記述的に［見て自分にとって］重要である―他の成員をも
．．．．．．

一

緒に保護しなければならない。  

人格的な生の場合、このような形式的な基本要素は自然［に由来するよう］な仕方では

（ないしは生物学的な仕方においてさえも）等級別に格付けされえない。というのも〈そ

れぞれ何某かの所を占めているものの、原理的には交換可能な仮初めの代行者として自他

を認識すること〉は、何ら自然［に由来するよう］なことでも、生物学的に予め指定され

ているようなことでもないからである。故に、「人間」が人格
．．

であるということは、人間

が言語的存在
．．．．．

であることと似たような仕方で理解せられるべきである。自分自身は言葉を

操ることが全くできない者の一員であろうとも、全ての人間はこのようなもの（つまり言

語的存在）である。だがそれにもかかわらず、全ての人間が言語的存在であるのは、生物

学的な［意味での］有機体としてではなく、各人がそこにおいて生まれ出ずるところの生

の形式のおかげなのである。  

 

 

４. 人格的な生の形式の主要な特徴 

 

〈或る特定の生の形式によって存在論的に基礎づけられているところの人格的な現実存

在〉の基本型にしてその中核をなす働きとしての「仮初めの代行」に定位するということ

をあらゆる人格に対して当て嵌まり、また適用し易い定式化へ齎す作業をもし最後に我々

が試みるのであれば、それは次のように言い表されよう。すなわち、人格的な現実存在の

生の形式とは、連鎖状に列なる同種の者達からなる系統によって形成された団体における

共生の謂である、と。但しそれは、こうしたもの（共生）がその然るべき適性を有意味に

与えられている限りにおいてであり、しかもその適性の付与が〈自己の保護をなしうるよ

うな系統団体の各成員が［他の］同型の団体における―生記述的に［見た場合、自分に

とって］重要である―他の全ての成員をも一緒に保護しなければならない〉ことによっ

てなされている限りにおいてなのである。それ故に人格
．．

とは、連鎖状に列なる同種の者達

からなる（少なくとも第一階の）系統によって形成された団体の中で生きている各個体の

ことである。そしてその同種の者達の共生は、〈自己の保護をなしうるような当の系統団

体の各成員が［他の］同型の団体における他の全ての成員をも―自己自身の生記述に対

して当該の他の成員が有する重要性に応じて―一緒に保護しなければならない〉ことに

よってその然るべき適性を与えられているのである（第八命題
．．．．

）。上述の如き複雑な（そ

して集団的に彫琢された）［ものという］意味における生の形式が重要なのであるからし
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て、人格的な生の形式の述語は、当該団体に参与している個々の成員については陳述され

ず、総じてその団体における共生にこそ与えられるのである。  

［但し］自己の保護をなしうる者は「他の者をも一緒に保護しなければならない
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

」とい

う如上の定式化は、規範的な当為の要請としてではなくして、むしろ状況記述として読解

せられるべきである（第九命題
．．．．

）。それは例えば、運転者が走行中の車を車線からはみ出

させてはならないことや、連休に備えて飲食物を十分に買い置きしておかねばならないこ

とと同断である。卑見によれば、かかる事柄を言い表すには、或る特定の生の状況と共に

否応無しに迫り来る［事柄の謂である］「必要性（Bedarf）」なる表現も適切であるように

思われる。［上述の］二義における（例えば人間の［系統団体］内の）各成員の［自己］

同一性に基づいて、先述した生の形式は、〈もし自分が自己の保護をなしうるのであれば、

各成員は他の者をも（そして最終的には、自らの行動範囲内にいてその時々に［自分にと

って］重要な意味を持っている全ての人格を）一緒に保護しなければならない〉といった、

［当の成員に］至る所で迫り来るような「必要性」を用意しているわけである。ここで「例

えば人間の［系統団体］内の」と述べるのは、［上述の］二義における［自己］同一性に

よって人格的な生の形式が出来することがないような多くの系統団体が存在する故であり、

［他方で］同じような人格的な生の形式が成立しているものの、人間のそれとは別物であ

る系統団体もまた存在しうる故である。多くの系統団体においてはこの必要性なるものが

［その成員に］迫り来るが、その他の系統団体ではそうでない（例えば狒々の系統団体で

はかかる必要性に迫られたりはしないとはいえ、人間においては迫られる）という事実
．．

は、

次の一事に基づいている。すなわちそれは、非常に広範に行き渡っていて［相互に］分か

ちあわれている人間の生の遺産によって、かの二義における［自己］同一性を判然と認識

したり、その［自己］同一性に実践面で注意を払ったりすることを可能ならしめるような

或る種の適性［の存在］が明示されているということである。かかる適性が行き渡ってい

るところでは、他の者をも一緒に保護すべく既存の必要性を満たすような者が［そうしな

い者に比して］より良くやっていくのである。  

自分自身を保護する
．．．．

こと、換言すれば、そもそも単に自己の利益であるにとどまらず、

［同時に又］他の立場との関わりの中での自らの立場にとって何かしら
．．．．

そのような利益で

あるようなものを見分けうること―ここに含意されているのは、自己の利益を認識する

際、ひいては自らの行動全般に際しても見出される〈自己の振る舞いにおける―暗示的

であるにすぎないにせよ、原理的には終わりのない―立場の多数性（Vielstelligkeit）〉で

ある。それに伴い、私の第十命題
．．．．

はこうなる。自分自身を保護すること、別言すれば、［純

然たる自己利益と］〈今・ここでの自己の
．．．

利益であるにとどまらず、［同時に又］自分が

そこに身を置いており、他の立場との関わりの中にあるところの自らの立場にとって何か
．．

しら
．．

そのような利益であるようなもの〉を識別することに含意されているのは、自己利益

の追求に際しての自分自身の振る舞いにおける―原理的には終わりのない―立場の多

数性である。但しその際、こうした利益の追求が他者を殊更に考慮する性格のものである

のか、それとも逆に傍若無人な性格のものであるのかはどちらでもよいことである。  

啻に他者の利益のみならず、銘々の自己利益をも「保護する」ことが我々の間で話題に

なるのは極めて普通のことである。［とはいえ］誰もが他者の利益よりもまず自己の利益
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を保護する［のが常である］。だがこのことが意味しているのは、かかる人格は単に自己

利益を主張し、それを追い求めているだけなのではなく、［同時に又、あくまでも］〈ま

さしく自らが所を占めている立場において
．．．．．．．．．．．．．．．．

こそ当の人格が得る利益〉としてその利益を主

張し、これを追い求めているという事態にすぎない。しかるにもしその利益が、自らが所

を占めている立場にとって利益になるものである場合は、自分が占めているこの立場は（同

じように重大な利益の在処であるかもしれぬ）他の立場との関わりの中にある立場の一つ

にすぎぬものとして認識されることであろう。これこそが自己の保護なる事態である。例

えば新生児にはなるほど明らかに［自己の］利益というものがあるわけであるし、新生児

はそれを主張することも行う。しかしながら新生児は自らそれを保護するようなことはし

ないのである。  

かような次第で、上述のような具合に構造化がなされている団体においては、自己の保

護を自分ではなしえない
．．

ような者は誰であれ、既に存在している生の形式のおかげで、そ

の者には先に述べた如き仕方で〈他者によって一緒に保護される〉ことが伴うことになる

―よってそのような者は誰であれ、徹頭徹尾（そしてまた存在論的に見て
．．．．．．．

正当なる仕方

で）人格なのである（第十一命題
．．．．．

）。しかしながら自己および自分の利益を保護すること

を学んだ者は誰であれ、その者にとって、彼（女）が一緒に保護しなければならない〈所〉

の個数は確かに果てしがなく、むしろ［無数にあって］見通し難いわけであるが、とはい

え彼（女）［自身］が身を置いている自分の〈所〉との関係に鑑みたそれら［原理上は無

数］の〈所〉の重要性の体系においては、かかる〈所〉の個数は同時に又［事実上は程々

の数に落ち着くべく］調整されている
．．．．．．．

のである。その結果、自己の保護、換言すれば〈自

己自身の利益であると同時に又（この自己の利益がそこで明瞭に分節化される［場である］

と共に、［かかる場としては］常に、また専ら他の〈所〉との［関わりが織りなす］文脈

の中で見られ、規定せられねばならぬ）〈所〉や立場にとっての利益であるものを見分け

ること〉というこの［人格たることの］根底をなす働きを通して、［然るべき］認識能力

を備えた人格は皆、［おのずから］規範を遵守するようになるのである。そしてこの規範

によって、他者の要求は公正かつ正当化される仕方において、自己の要求［の不当な優先］

から守られることになる。かくて第十二命題
．．．．．

として私が主張したいのは、人格の現実存在

に関する如上の存在論的な基礎づけを以てして、当為や自然権の存在論的に基礎づけられ

た規範性なる［余計な］ものをも［図らずも一緒に背負い込んで］受忍する必要などない

ということである。むしろ人格の現実存在の生の形式によって、既述の如き系統団体は、

成員達が［その全般的な］傾向において公正と判断するような成員の振る舞いを倫理的な

規範とする方向に―彼らが不正として判断するものをそうすることよりも容易に―傾

きがちになるのである。このことは確かにその通りなのであるが、しかしながらそれは、

かかる当為の規範が（成員がそこから逃れ去ること能わぬ）当の団体の存在論的体制から

導出されるものであることを意味しているのではない。自己にとって規範は「無条件に」

存在し、妥当するわけではない。さにあらず、［自己にとっては］不可避的な生の形式の

原初的体制こそが自己の振る舞いに対して人格としての刻印を与えるのであり、しかもそ

れは、自己が辛うじて自分自身の保護のみを自らなしうるようになる段階に先んじて
．．．．

いる

のである。  
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かかる刻印は人格的な生の形式の表出である。とはいえ、この生の形式に支えられて自

らに向けられている規範的な要請に対して耳を閉ざすことや、それから完全に逃れ去るよ

うなことが、自己の保護をなしうる個体にとって不可能になるのかと言えば、それは決し

てそうではない。例えば肉食獣のそれとは異なり、人格の生の形式とは、［人格に対して］

明示されているあらゆる規範や当為の命題を受け入れたり、はたまた拒絶したりする自由

がその中に含まれているようなものなのである。なるほど生の形式
．．．．

であれば、我々は皆そ

こから逃れ去るようなことはできない
．．

。だが生の形式の上に打ち立てられた我々の生の規

範的な統制であれば、それは随時可能である。従って私の見るところ重要であると思われ

るのは、人格を特徴づける作業の達成やその作業が適用される範囲［画定］を啻に（つま

るところは当為の命題ばかりを持ち出してくる）自律の理性［由来の］根拠のみならず、

何らかの存在論的な事実にも基づけることである。そしてかかる存在論的事実のおかげで、

［本当は］人格ではないような生けるものを人格と見做し、逆に又［現実には］人格であ

るところの生けるものを人格と見做さないような誤りを犯してしまっていることを我々は

認めざるをえなくなるであろう。  

 

 

５. 総括 

 

人格概念においては純粋なる自然概念も純然たる承認概念も重要ではありえないように

思われる（但しこの概念は両概念の幾つかの特徴をそれ自体の中に統合しているわけであ

るが）。自然概念と似ている点に関しては、人格であることは存在論的な（つまり判断を行

う者の意の儘にならない）根拠によってこそ、（人格であるような）全ての個体に帰属して

いることが挙げられる。異なっている点は無論、自然概念は自然種として［個体の］実質

を形作っているが、人格概念の方は自然種を表現してはいないし、自然的に現前している

個体の実質を形作っているわけではない。［他方で］承認概念と似ているのは、我々の目前

にある事例において、人格に関する異論の余地なき［認定］基準を定めている諸々の特徴

が一つも満たされていない―或いはその全てが満たされているわけではない―場合で

あっても、或る人が人格であることを時として承認する点である。だが我々は、〈こうした

認定ないしは承認によって初めて人格は人格たる状態にまで高められる〉ということから

は出発しない。我々の出発点は〈たとえ人格に関して言われている［認定］基準を定める

特徴を満たしていない場合であっても、存在論的な仕方で予め与えられている根拠に基づ

いてこそ、人格は人格たる状態にまで高められる〉ということなのである。［以上、本論冒

頭部分の要点について述べたが、］その後に続く考察で示されているのは次のような事で

ある。すなわちそれは、自然な仕方で予め与えられている〈個々の
．．．

生ける個体の（生物学

的）性質〉のみならず、〈或る系統団体における複数の
．．．

生ける個体の生記述的な仕方で
．．．．．．．．

獲得

された性質〉も又―この両者は［あくまでも］双方が一緒になる
．．．．．

ことでのみ、終始一貫

存在し続ける〈当該団体の生の形式〉の形式的に確固とした型を明らかにする限りにおい

て―個々の成員を人格として統一的に［一括して］類別する上で信頼に足る存在論的な

基礎たりうるということである。当該の生の形式は種［の如何］に左右されるようなもの
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ではなく、この形式の基盤をなす系統団体の純粋に形式的な要素に基礎づけられている。

故にそれは「ヒト」という種や他の何らかの自然種に縛り付けられてはおらず、理論的に

は（もしそれらが当該の形式的要件を満たしているのであれば）あらゆる〈生ける個体か

らなる系統団体〉においてその姿を現しうるようなものである。その形式的要件とは特に

以下の三つの形式的な要素のことであるが、これら三要素は人格的な生の形式によって相

互に関係づけられている―1. ［生の］形式が供給される領域における生ける個体の抽象

的な（種的）類似性、2. 系統団体に属する各個体には、（一方ではその具体的な性質による

同定、他方では系統団体におけるその唯一無二の立場による同定といった仕方で）二重の

同定可能性が与えられている事実、3. 多数派による偶然的・生記述的な〈生の実践〉とい

う形を取って遍在している〈各個体の［上述の］二義における［自己］同一性を認識し、

それに注意を払う態度〉。かかる［同一性の］認識は、何処においても繰り返し現れる〈仮

初めの代行の型〉に従って生ずる。そしてそれにより、自己の保護をなしうる
．．．．．．．．．．

ような［系

統］団体の各成員は、当の団体や［他の］同型の団体における他の成員達
．．．．．

をも（彼らが有

する生記述的な重要性に応じて）一緒に保護しなければならない
．．．．．．．．．．．．．．

のである。［系統団体の

成員によって］行われる仮初めの代行のこうした型は、至る所で、しかも実際にあらゆる

〈成員の生記述的な振る舞い方〉の中に表出している。そしてそれは［系統］団体全体の

上に打ち立てられている人格的な生の形式なのである。［系統］団体の成員はその全て
．．

が

（従って何らかの理由で自己の保護を自分ではなしえない者もまた）この形式の掌握する

ところで［あり、その支配下に］ある。そしてそうであればこそ彼（女）らは―存在論

的に予め与えられており、判断を行う者の意の儘にはならぬ根拠に基づいて―人格
．．

とし

て現存すべくあらしめられているのである。（完）  

 

凡例 強調は全て原著者によるものであり、角括弧内の補足は全て訳者によるものである。 

 

原著者謝辞  

日本のハイデガー・フォーラムの運営責任者各位、就中、会の代表であった安部浩京都

大学教授に対して、二〇一七年大会へ寛大にも御招き下さったこと、及び人格概念を巡る

拙考について討議を行う栄えある機会を御恵与下さったことを感謝申し上げる。拙考は本

誌において初めて原語で公表されるものである。更に安部教授には、拙考を日本の更に広

範なる読者層の御高覧に供すべく邦訳の労を御取り下さったことに関して多謝申し上げる。  

 

 

 

Thomas BUCHHEIM 

Was sind Personen? 

― Überlegungen zu einer relationalen Ontologie der Person 

 


