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芸術作品における真理の問題 

 

瀧 将之（東京大学） 

 

 

１．はじめに 

 

 2016 年に開催されたハイデガー・フォーラム第 11 回大会において掲げられた統一テーマ

は「芸術の由来と思索の使命」であった。本稿では、この統一テーマのうちの「芸術の由来」

について、それを 1930 年代のハイデガー哲学の観点から、死すべきものとしての人間のうち

に見てとることを目指す。 

 この時期のハイデガーは、芸術を真理との関連で問題にした1。1936 年に行われた講演をも

とにした『芸術作品の根源』2は、「芸術作品の本質は創作である。創作の本質はしかし真理

の創設である（Das Wesen der Kunst ist die Dichtung. Das Wesen der Dichtung aber ist die Stiftung 

der Wahrheit）」（GA5 63）というテーゼをその絶頂とするものであった。ハイデガーによって

このテーゼは、「贈与すること（Schenken）」、「基礎づけること（Gründen）」、「はじめること

（Anfangen）」という「三重の意味」での創設という仕方で、さらに詳しく説明されることに

なる。 

そのように説明される「創設」の内実をここでごくかいつまんで敷衍して述べれば、それ

は以下のようになる。真理がそのなかへと打ち立てられることによって、作品は「日常的な

私たちのありように揺さぶりをかける」（「過剰の贈与」）ことになるが、しかしそれは、芸術

作品があくまで「ある特定の存在者として、物質的に定着されている」（「基礎づけ」）限りに

おいてであり、そのようなものとして芸術作品には、歴史を新たに「はじめる」力が宿りう

るのである、と。 

ハイデガーによって芸術作品に宿るとされる、歴史を新たに「はじめる」力。この歴史を

新たに「はじめる」力については、西洋における古代ギリシアから中世、さらに近代へと至

る存在者の理解の変遷に即した形で、「そのつど、新たな本質的な世界が始まった」（GA5 65）

という仕方で説明がなされている。このことだけを見ると、それは古代から中世を経て近代

へと至る、西洋における世界観の歴史的な変化のことを言っただけのようにも思われる。し

                                                        
1 この問題について集中的に取り組んだ先行研究としては、秋富克哉『芸術と技術 ハイデッガーの

問い』第 3 章「芸術と真理」（創文社、2005 年、75-96 頁）を参照。 
2 「芸術作品の根源」のもとになったのは、1935 年にフライブルクでなされ、次いで翌 1936 年の 1 月

にチューリッヒで、さらに同年の 11 月から 12 月にかけてフランクフルトで行なわれた講演である。

Vgl. GA5 375. 「芸術作品の根源」のさまざまなバージョン、およびその準備のために作られた草稿類

については、以下のものが詳しい。関口浩「訳者後記」（マルティン・ハイデッガー『芸術作品の根

源』、関口浩訳、平凡社、第 2 版、2006 年、189-200 頁）。 
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かし、同じ箇所で「そのつど存在者の非秘匿性が生起した」（ebd.）と言われていることを見

逃してはならない。芸術作品に備わる、歴史を新たに「はじめる」力を問うことによってハ

イデガーが問題にしているのは、何よりもまず「真理の闘争を引き起こすこと（die Anstiftung 

des Streites der Wahrheit）」（GA5 64）であると考えられる。 

もちろん、『芸術作品の根源』における闘争と言われて誰しも真っ先に思い浮かべるのは、

農婦の靴3を描いたゴッホの絵を題材にして論じられる「世界と大地の闘争」であるだろう。

この闘争について、『芸術作品の根源』のなかのある箇所では次のように述べられていた。

「真理が空け透きと秘匿との原闘争として生起する限りでのみ、大地は世界のなかに突き出

し、世界は大地の上に基礎づけられる」（GA5 42）、と。この叙述からは、「世界と大地の闘

争」がどうやら真理にまつわる「原闘争」4に基づく、と考えられているらしいことが分かる。 

そうであるならば、1930 年代半ばのハイデガーにとって世界問題は（存在の）真理の問題

に取って代わられたのであろうか。いや、そのように考えたのでは単純にすぎるだろう。と

いうのも、『芸術作品の根源』で言われる世界とは、「誕生と死、災厄と天恵、勝利と屈辱、

忍耐と退廃」（GA5 28）といった、人間の歴史的な運命（Geschick）が展開されていく場のこ

とであったが5、このように言われる世界の開示を、私たちは、『存在と時間』のなかで「真

                                                        
3 メイヤー・シャピロは、わざわざハイデガーに確認をとった上で、この描かれた靴が農婦ないしは農

夫のものではなく、画家であるヴァン・ゴッホ自身の靴であるとしている。その上で、当時、ゴッホ

は都市に住んでいたことから、この靴はむしろ都会人の靴であると批判した。Vgl. Meyer Schapiro, The 

Still Life as a Personal Object – A Note on Heidegger and van Gogh, in Theory and Philosophy of  Art: Style, Artist, 

and Society, Selected Papers, George Braziller, 1994, pp.135-151. これについては、事実としてはおそらくシャ

ピロの指摘が正しいと考えられる。しかしながら、以下本文で見るように、ハイデガーはこの絵に基

づいて農婦が帰属しているであろう世界を見事に叙述しているのであり、この絵の靴が（事実には反

するが）一足の農婦の靴であったならば、まさにそうしたものとして「存在する」であろうものとし

て、いわば「描いている」点を積極的に受け止めてよいと私たちは考える。  

さらにジャック・デリダは、『絵画における真理』のなかの「返却〔もろもろの復元〕」において、

ゴッホのこの靴の絵にまつわるハイデガーとシャピロの解釈の前提となっている発想そのものに対

して批判を加えている。デリダの批判のひとつは、ハイデガー（とメイヤー・シャピロ）が無前提に

この絵画における靴を一足のものとみなし、それが帰属するはずの主体について論じていることに向

けられている。「というのも、とにかくそれは一足であり、彼らのどちらもがそれを疑っていないのだ

から、主体（un sujet）がなければならないのだ」（Jacques Derrida, Restitutions de la vérité en peinture, dans 

La vérité en peinture, Flammarion, 1978, p.322. 邦訳『絵画における真理・下』阿部宏慈訳、法政大学出版局、

1998 年、169 頁）。 

  ここでは、デリダのこの批判について詳細に論じることはできないが、一点だけ批判的に応答して

おこう。ハイデガーにおいては、とりわけ『存在と時間』においては、存在についての前存在論的な

存在理解から出発して、それを存在論的な存在概念にもたらすという現象学的な考察の筋道がとられ

ている。それに従うならば、このゴッホの靴の絵についても、私たちはこの絵に描かれた靴をすでに

一足のものと見なしており、それも芸術作品として描かれた一足の靴と見なしているという事態から

出発して、この靴の絵がなにゆえに芸術作品として存在しているのかを考察するということになるだ

ろう。ゴッホが描いたこの靴を一足のものと見なした上で、それが帰属するはずの主体を論じている

ハイデガー（とシャピロ）は、この意味で現象学的な前提を共有している、と言うことができるだろ

う。 
4 全集版所収の『芸術作品の根源』の欄外註（GA5 42, Randbemerkung a）によれば、このテキストで最

初に「原闘争」の語が出てくる箇所には、1960 年のレクラム文庫版において「エルアイクニス」の書

き込みがなされている、とのことである。  
5 なるほど、「世界」については、『存在と時間』以降有意義性という観点から語られることはほとんど

なくなる。たとえば『形而上学の根本諸概念』においては、最終的に世界は「存在者の全体としての
．．．．．．．．．．

存在者の開顕性
．．．．．．．

（Offenbarkeit）」（GA29/30 412）とされていたし、また『芸術作品の根源』においては、
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理のもっとも根源的な
．．．．．．．．

現象」（SZ 220f.）とされた世界の開示性と基本的に同じものと見なす

ことができるからである。したがってここではまず、『存在と時間』のなかで展開されたハイ

デガーの真理論について確認することから議論をはじめていく必要があるだろう。  

 

 

２．「真理のもっとも根源的な現象」としての世界  

―『存在と時間』の真理論 

 

『存在と時間』での真理論の戦略とは、その骨子だけを述べるなら、「言明（判断）と対象

の一致」という通常的・伝統的な真理概念から議論を始めて、真理のありかを、その一致な

いしは不一致を保証し、根拠づけることになる存在者の自己呈示へと差し戻し、そこからさ

らに存在者の自己呈示を可能にする現存在の世界内存在へと真理のありかを遡及的に求め

ることであった、と言ってよい。真理問題について集中的に論じた『存在と時間』第 44 節に

おいてハイデガーは、「世界内部的存在者が露呈されてあるということは、世界の開示性の

うちに根拠づけ
．．．．

られている」（SZ 220）ということを改めて確認した上で、そこから、「もっ

とも根源的な『真理』こそ、言明の『ありか』なのであり」（SZ 226）、そうした「もっとも

根源的な意味に解された真理は、現存在の根本機構に属している」（ebd.）と分析して見せる

ことによって、真理の根源的なありかを現存在の世界内存在へと帰着させたのである。  

その世界内存在についてハイデガーは、同じ『存在と時間』のなかで「現存在の世界は共
．

世界
．．

である。内存在は他者たちとともなる共存在
．．．

である」（SZ 118）と述べていた。ハイデガ

ーが言う世界とは、もともと複数の現存在によって生きられるところのものである。「この

ような〔＝現存在にふさわしい〕ともにをおびた
．．．．．．．

世界内存在を根拠として、世界は、そのつ

どすでにつねに、私が他者たちとともに分かち合っている世界なのである」（ebd.）という仕

方で、このことは明確に述べられていたと考えることができる。 

以上のことを踏まえるならば、『存在と時間』においてハイデガーが「真理のもっとも根源
．．．．．．

的な
．．

現象」（SZ 220f.）をそのうちに見てとろうとしていた世界の開示性とは、つまりは「私

が他者たちとともに分かち合っている」共世界としての世界の開示性のことであった、とこ

こで改めて言い直すことができるだろう。『存在と時間』の真理論は、「真理のもっとも根源
．．．．．．

的な
．．

現象」である世界内存在、つまり共世界における共存在という私たちのあり方のうちに、

真理という現象のもっとも根源的な基盤を見いだす一連の考察であったと考えられるので

ある。 

 

 

                                                        
「世界とは、ある歴史的な民族の運命における単純にして本質的な諸決定の広い諸軌道の、みずから

を開く開け（die sich öffnende Offenheit）である」（GA5 35）とされてもいる。とはいえそれが、現存在

をも含めた存在者の一切がそのうちで現われることになる「場」とでも言うべきものであること、こ

のことについては『存在と時間』から『芸術作品の根源』に至るまで一貫していると言うことができ

る。 
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３．「作品のうちで生起する真理」 ―『芸術作品の根源』の真理論 

 

概略以上のようにまとめられる、『存在と時間』で展開された真理についての考察に対し

て『芸術作品の根源』では、ゴッホの絵やギリシア神殿についての論述が行われたあとで、

真理問題は次のような仕方で問われている。すなわち、「作品の作品存在において真理はど

のように生起するのか、とはつまり、いまや世界と大地との闘争を戦わせることにおいて真

理はどのように生起するのか」（GA5 36）、と。このように問うたあと、ハイデガーはやはり

認識や言明における真理に言及しながら、言明が真であるためには「事柄自身が、そのもの

としてみずからを示すのでなければならない」（GA5 38）とし、真理のありかを「存在者の非

秘匿性としての真理」（ebd.）に求めている。そしてそれが、『芸術作品の根源』においては、

ある仕方で、芸術作品においてなされていると言うのである6。ゴッホの絵に関連して、「芸

術作品が、靴という道具が真実のところ何であるかを知るように仕向けた（Das Kunstwerk gab 

zu wissen, was das Schuhzeug in Wahrheit ist）」（ebd.）と述べられているように、ハイデガーは

『芸術作品の根源』においても、あくまで芸術作品を通じてではあるが、しかし『存在と時

間』と同様、真理のありかを、存在者の自己呈示のうちに求めていることには変わりがない。

『芸術作品の根源』では、こうした洞察が「作品のうちでは〔…〕真理の生起が活動してい

る」（GA5 21）というテーゼとして打ち出されたのである。 

「芸術作品は、存在者を自己呈示へともたらすがゆえに、そのうちで真理が活動している」。

この洞察は、ゴッホが描く靴の絵の例ではなるほど納得がいく。しかし、それでは『芸術作

品の根源』で大きく取り上げられるもうひとつの芸術作品であるギリシア神殿の例ではどう

か。ギリシア神殿において自己呈示へともたらされる存在者とは、いったい何であるのか 7。 

『芸術作品の根源』では、ギリシアの神殿はどっしりと立ちつつ、その周囲にあるであろ

う「樹木や草、鷲や雄牛、蛇やこおろぎがはじめてその際立った形態のうちへと入っていき、

そのようにしてそれらがそれであるところのものとして現われるに至る」（GA5 28）、と言わ

れる。ギリシア神殿に備わるとされるこうしたはたらきは、「そこに立ちつつさまざまな物

                                                        
6 それ以外にハイデガーがあげているのは、「国家建設の行為」、「存在するものの内、もっとも存在す

るものであるものの近さ」、「本質的な犠牲」、「思索する者が問うこと」である。Vgl. GA5 49. 
7 『芸術作品の根源』において、このように分析の対象がゴッホの絵からギリシア神殿へと切り替えら

れることの動機のひとつには、西洋哲学の歴史において長く支配的であった伝統的な真理概念、つま

り言明と対象の一致として考えられた真理概念が入り込んでくることを避けたい、という意図が存し

ている。もちろん、ここでは言明とその対象との一致ではなく、靴の絵と実際に画家の目の前にあっ

た靴との一致ではあるが。つまり、この絵は現に存在している農婦の靴を正確に写し取り、再現して

いる（ミーメーシス）から、だから芸術作品の内で真理が生起しているのだ、といった、伝統的な真

理概念に基づく誤解を呼び込まないためにも、存在者を描写しているのではない芸術作品に考察の場

が移されなければならない。「ひとつの建築作品、ギリシアの神殿は何ものも模写してはいない」（GA5 

27）からこそ、考察はこの建築作品に切り替えられる必要があったのである。  

ここでは、再現（ミーメーシス）の概念について論じることは本発表の枠を大きくはみ出してしま

うので行なわない。哲学の歴史におけるこの概念の歴史と内実とについては、渡邊二郎「芸術の哲学」

第 2 章および第 3 章を参照（『渡邊二郎著作集第 10 巻』（高山守／千田義光／久保陽一／榊原哲也／

森一郎編）所収、筑摩書房、2011 年、58-64 頁））。 
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にはじめてその外見を与え、また人に対してはじめて自分自身に対する見通しを与える」

（GA5 29）とも言われている。このような叙述によってハイデガーは、ギリシア神殿という

芸術作品が、その周囲に存在するさまざまな物をそのものとして存在させる、つまりそれら

の自己呈示へともたらすことを言い当てようとしている。 

 だが、こうしたハイデガーの叙述にはいささか奇妙なところがないだろうか。それは、絵

画や神殿が自己呈示へともたらすのはあくまでもその作品以外の他の存在者であり、またと

りわけ神殿について言えば、それはその周囲にあるさまざまな物を現われさせながら、それ

自身もまたそのようにして現われさせられた石という物を「素材」（GA5 32）とし、その素材

のうちに定着されて存在している、という点である。ハイデガーの叙述を用いて言い直せば、

それは次のようになる。つまり、「神殿はそこに立つことにおいて真理を生起させる」（GA5 

42）のであるが、それは、まずは「存在者の全体が非秘匿性のうちへともたらされ、そのう

ちに保たれる」（GA5 42f.）ことである。そこからさらに、作品は存在者の全体を現われさせ

つつ、作品それ自体もまたみずからが現われさせるそうした存在者のひとつに含まれる何ら

かの「素材」のうちに定着されるという仕方で、それに固有の「もっとも身近で、押し付け

がましい現実性」（GA5 43）を備えることになる、ということである。 

 存在者の全体を存在させ、しかもそれ自体もまた一個の存在者として定着されるという仕

方で存在するという芸術作品の存在。それは、『存在と時間』で言われていた現存在の存在の

仕方と基本的に同じである、と言えるのではないだろうか。とはいえ、もちろんそれは芸術

作品それ自体を現存在と同一視できる、などということではない。そうではなく、そのよう

に言うことで私たちが示唆しようとしているのは、芸術作品が存在するに至るのは、まずも

って作者がそれを創作することによってであるということからだけでも、芸術作品において

生起する真理において、現存在の存在を考えることには十分な理由があるのではないか、と

いったことなのである。 

 

 

４．「作品の創作」と作品を取り巻く〈私たち〉の成立 

 

『芸術作品の根源』において「真理を作品のうちへと打ち立てること」が論じられるのは、

まずもって、芸術作品が日常性を打ち破る衝撃の力を帯びたものとして、しかしやはりひと

つの作品、存在者として、何らかの形態のうちへともたらされるのでなければならないから

である。存在者として一定の形態を有する芸術作品が〈私たち〉の歴史的な新たな共世界を

作り出しうる起爆力を備えているということが、彼の言う「創設」の三つの意味によって統

一的に捉えられていると考えられることについては、本稿の冒頭に述べたとおりである。 

それではしかし、芸術作品が作られることによって歴史的時代を画されることになる〈私

たち〉とは、いったいどのような者であるのだろうか。『芸術作品の根源』のある箇所で、ハ

イデガーは「〔芸術作品を〕創造する者と見守る者」のことを「ひとつの民族の歴史的現存在」

（GA5 66）と言い換えているが、だとするならば、芸術作品によって新たな歴史的時代を画

される〈私たち〉とは、その作品が作り出されたことによってはじめて成立する、その作品
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を取り巻く〈私たち〉という共存在のこととして考えられるのではないだろうか。それは、

新たに作り出された作品という「ひとつの存在者」において成立する、作品を創作した作者

とそれを見守る者たちからなる〈私たち〉である、と言うことができるだろう。 

このことを、ハイデガーの言葉を参照しながらもう少し詳しく見ておこう。「創作される

ことなしには作品はほとんど存在しえないが、作品はそれほど本質的に創作する者たちを必

要としているのである。同様に、創作されるものそれ自体は、見守る者たち（die Bewahrenden）

なしにはほとんど存在するものとなることはできない」（GA5 53）、あるいは「作品の創作さ

れていることに、創作する者と同様に、見守る者もまた属するのである。しかし作品とは、

創作する者を彼らの本質において可能にするものであり、そしてその本質からして見守る者

を必要とするものである」（GA5 58）といった仕方で、ハイデガーは作品の存在においては、

それを作った作者とそれを見守る鑑賞者の両者がともに本質的なものであり、この両者によ

って、作品のまわりで、作品を取り巻く〈私たち〉なるものが成立することを指摘していた

と考えられる。こうして、『存在と時間』で「真理のもっとも根源的な
．．．．．．．．

現象」として考えられ

ていた共世界における共存在という私たちのあり方は、『芸術作品の根源』においては、ある

作品を作った作者と、その作品を見守る鑑賞者の両者によって成り立つ、その作品を取り巻

く〈私たち〉なるものとして、改めて把握されるに至ったと考えられるのである。 

ここでひとつ付言しておかねばならないのは、そのように作品を取り巻く〈私たち〉が成

立するのはなにも名声を保ちつづけている作品ばかりではない、とハイデガーが考えている

ことである。名声を失い、まわりにそれを見守る〈私たち〉など実際には誰もいないといっ

た作品もまた、そのまわりにそれを取り巻く〈私たち〉をもつ、というのがハイデガーの考

えである。『芸術作品の根源』では、作品がみずからを鑑賞してくれる人をもたないというの

は、「作品が、まずは見守る者たちをただ待つばかりで、作品の真理に彼らが立ち寄ることを

得ず、そうなることを待ち焦がれている」（ebd.）という状態であるとした上で、そうした状

態においても、その作品はみずからを評価し、見守ってくれる人々を「待つ」という仕方で、

やはり見守る人たちとの関係のうちにある、とされる。もはや誰からも評価されなくなって

「作品が忘却される」、そのようなときであっても、その作品は鑑賞者の不在という仕方で

やはり見守る者たちと関係しているのであり、したがって「忘却もやはり一種の見守りでは

ある」（ebd.）と言えるだろう。そうであればこそ、実際にそれを鑑賞する人々の多寡にかか

わらず、「作品はつねに見守る者たちに関連づけられている」（ebd.）と言うことができる。 

『芸術作品の根源』のなかでハイデガーは、「〔真理を〕作品のうちへと打ち立てることは、

同時に、作品存在を始動すること、生起へともたらすことをも意味する。そのことは見守る

こととして生起する」（GA5 59）と述べているが、こうした叙述でもってハイデガーが言わ

んとしていることは、本稿のここまでの考察を踏まえるならば、結局のところ、次のように

敷衍して言い直すことができるだろう。すなわち、ある形態を備えた存在者のうちへと真理

を打ち立てることに成功している作品が、それがもつ物質性のゆえに、作者と鑑賞者からな

る、その作品を見守る〈私たち〉なるものをみずからのまわりに成立させる、ということで

ある、と。 

だが、そうであるとするならば、ハイデガーは作品を取り巻く〈私たち〉の生起のよって
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来たるところを、そもそも作品が「途方もないもの」として創作され、何らかの特定の形態

においてどこか異様なものとして屹立してあるという、作品存在の事実性
．．．

のうちに求めてい

る、ということになるのではないだろうか。 

実際に展示されたり、あるいはパフォーマンスとして演じられたりしている作品を鑑賞す

るとき、私たちは通常、それが誰によって作られ、演じられているのかに関心を向ける。作

品が成立するためにはもちろん作者が必要であり、もちろん『芸術作品の根源』において、

ハイデガーもたしかに作者がもつ重要性についての言及を怠ってはいない。しかし、芸術作

品に備わる力は、その作品を誰が作ったのかということに第一義的に帰せられるのではない、

というのがハイデガーの考えである。「作った者の名前（N. N. fecit）が公表されるべきだ、

というのではない。そうではなく、単純に『作られてしまっている（factum est）』ということ

が、作品のうちで明らかにされなければならないのである」（GA5 52f.）とハイデガーは述べ

る。ここで「作られてしまっている」という言い方でハイデガーが強調しようとしているの

は、ある芸術作品がまさに作品として存在している場合には、「芸術家と、作品の成立過程、

成立状況」なしにそれが実際に存在するようになることはなかったとはいえ、しかし、その

作品の存在は第一義的に、創作における「芸術家と、作品の成立過程、成立状況」にかかわ

るのではなく、「作品がこのような作品として存在するという突き動かすような衝撃（der 

Anstoß）」（GA5 53）、つまり「創作されているという『事実』（Daß）が、もっとも純粋に作品

から際立ってくる」（ebd.）という、芸術作品の存在の「事実性」こそが決定的である、とす

る洞察である8。 

そうであるならば、真理の問題との関係から見て、この『芸術作品の根源』において中心

となっているのは、真理が存在者のうちへと、作品の創作という仕方でもたらされるという

作品存在の事実性である、と言うことができるのではないだろうか。「真理を作品の‐内へ

と‐打ち立てること」という仕方でハイデガーが捉えようとしているのは、じつのところ、

芸術作品は、真理がそのなかに打ち込まれている一個の存在者として、それに固有の形態へ

ともたらされていることによってこそ一個の真理たりえているとする、芸術作品がもつ存在

の事実性ではないか、と考えられるのである9。 

                                                        
8 私たちの日常性に揺さぶりをかけ、さらにはその崩壊と新たなる再生へと至る衝撃の力という観点

から、『存在と時間』において良心の呼び声がもたらすとされた「衝撃」の力を『芸術作品の根源』に

おいて芸術作品がもつとされている「衝撃」の力へと繋げて読み解こうとする解釈については、古荘

真敬『ハイデガーの言語哲学』（岩波書店、2002 年）、153-156 頁参照。 
9 真理との関連において被投性、事実性を問題にするということは、『存在と時間』では「真理前提」

の問題として論じられていたと考えることができる。「なぜ私たちは真理が与えられていると前提せ

ざるをえないのであろうか（Warum müssen wir voraussetzen, daß es Wahrheit gibt?）」（SZ 227）というみ

ずからが提出した奇妙な問いに対して、ハイデガーは最終的に「私たちは真理を前提せざるをえない
．．．．．．．

。

真理は現存在の開示性として存在しなければならない
．．．．．．．．．．．

のである」（SZ 228）という仕方で答えている。 

「私たちが真理を前提せざるをえないのであり」、「なぜ存在者が露呈されるべきであるのか、なぜ

真理と現存在が存在しなければならないのかは、『それ自体』としては洞察されない」としつつ、結

局のところそれは「世界のうちへと現存在が本質上投げられていること」（ebd.）のうちに含まれる、

とされていた。したがって、「われわれは真理を前提せざるをえないのであり、真理は現存在の開示

性として存在せざるをえないのであって、これは、現存在自身がそのつど私のものとして、またこの

ような現存在の存在として存在せざるをえないのと同様なのである。このことは、世界のうちへの現

存在の本質上の被投性に属している」（ebd.）というのが、この問題に対する『存在と時間』でのハイ
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５．『存在と時間』および形而上学期における現存在の被投性と、その二義性 

 

ここで改めて、『存在と時間』やそれに続く形而上学期におけるハイデガーの「被投性」概

念について振り返っておこう。 

被投性という概念によって、この時期のハイデガーは現存在に関わる次の二つの事態を把

握していた。ひとつは、『存在と時間』に出てくる「世界のうちへと現存在が本質上投げられ

ていること」（SZ 228）というものである。これが典型的な被投性の概念であると考えられる

が、その内実は「現存在が事実的に存在しているという事実は、なぜかという理由に関して

は秘匿されているかもしれない」（SZ 276）ということであり、つまりは現存在の存在の事実

性、存在の無根拠さのことを言い表わしたものである。 

 それに対して、1927 年夏学期講義『現象学の根本諸問題』においてすでに、「事実的に実

存している現存在、事実的な世界内存在は、つねにすでに世界内部的なもののもとで存在し

ていることである」（GA24 239、下線強調は引用者）などと言われている。この意味での被投

性は、これ以後「存在者のうちへの、また存在者のもとへの被投性」（GA25 85）、「存在者の

うちへと投げ入れられた存在者」（GA3 246）などと言い表されるようになっていくものであ

るが、この意味での被投性の概念によってハイデガーが捉えているのは、現存在が存在者の

まっただなかに投げ入れられているという仕方で、それ自身もまた一個の存在者として存在

していることなのである。 

以上のように、ハイデガーの言う被投性概念には、現存在がなにゆえとなく存在している

ことと、それ自身が存在者として存在していることという二つの意義があると考えられるが、

だとするならば、この概念によって言われていることの内実が時期やテクストによって一定

していないことについて、私たちはどのように理解することができるだろうか。  

可能的な解釈のひとつは、被投性概念が変容したとするものである10。被投性ということ

で現存在が投げ入れられているとされるのが一方は世界とされ、もう一方は存在者とされて

いるのだから、こうした解釈については一理あるように見えるかもしれない。  

しかしながら「存在者のうちへと投げ入れられている」と言われるときに、そこでの被投

ということで一体いかなることが意味されているかについてもう少し詳しく見てみるなら

ば、それが「存在者へと委ねられていること」を意味していることが分かる。たとえば『カ

ントと形而上学の問題』では次のように言われていた。「すべての企投は、〔…〕被投的な企

投である、すなわちすでにある存在者全体へと現存在が意のままになしえずに委ねられてい

ること（die Angewiesenheit）によって規定されているのである」（GA3 235）、と。 

存在者のなかへと投げ入れられているという、もう一方の被投性概念において言われてい

るのがこうした「存在者へと委ねられていること」であるならば、実はそれは、なるほどそ

れほどはっきりとした仕方ではないとはいえ、しかしすでに『存在と時間』においても言及

                                                        
デガーの回答であった。 

10 こうした解釈をとる論としては、たとえば以下を参照。細川亮一『意味・真理・場所』（創文社、1992

年）、306 頁以下参照。 
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されていたのである。「現存在は、現存在が存在している
．．．．．．

限り、出会われる何らかの『世界』

へとそのつどすでにみずからを委ねて（sich angewiesen haben）しまっているのであって、現

存在の存在には本質上このように委ねられているということ
．．．．．．．．．．．．

（diese Angewiesenheit）が属してい

るのである」（SZ 87）、と。 

この引用文からも明らかなように、『存在と時間』においてすでにハイデガーは現存在が

「世界」、つまり存在者の全体へと委ねられていることについても指摘していたのである。

そうであるならば、被投性のもつ二義性を変容としてではなく、むしろ同じひとつの概念の

うちにこめられた二つの異なる、しかし事象内実において重なるところのあるものとしてこ

こで解釈することは可能であるだろう。そうした解釈の鍵となるのは、これも同じく『存在

と時間』で言われているのだが、「現存在は『死のうちへと投げ入れられて』存在しうる存在

者として全体的、本来的に実存する」（SZ 329、下線強調は引用者）と言われている箇所であ

る。この引用文において私たちが注目するのは、現存在が「『死のうちへと投げ入れられて』

存在しうる存在者」、つまり現存在が「存在者」としてしか存在しえない、ということなので

ある。この箇所に基づいて私たちは、上で述べたような被投性概念にこめられた二義性を次

のようにひとまとまりにして解釈することができるように思われる。すなわち、自身もまた

一個の「存在者」として存在することを免れえない、また一個の「存在者」としてさまざま

な存在者に関わるという仕方でしか存在しえない、そうした意味で「存在者へと委ねられて

いる」現存在という存在者が、自分がどこから来てどこへと行くのかも分からないままに存

在するという事実性を引き受けざるをえないという仕方で、存在者として存在する現存在に

おける死の問題においてひとつに結び付けて理解することができるのではないか、と。  

だが、「死のうちへの被投」ということで言われているのが、現存在がそれ自身である存在

者へと委ねられていることであるとするのならば、そうした解釈は、ハイデガーが厳しく峻

別していた「死ぬこと（Sterben）」と「命を落とすこと（Ableben）」（SZ 247）との違いを無視

して一緒にした乱暴な解釈なのではなかろうか。いや、そうではないだろう。たしかに、「死

ぬこと」ということでハイデガーは「現存在がみずからの死へとかかわりつつ存在するとい
．．．．．．．．．．．．

うあり方
．．．．

」（ebd.）を表わすとしているのだが、そうした現存在の「死への存在」のうちには、

やはり最後には〈私〉は「わが身ひとつ」携えて死んでいくのであり、またそうせざるをえ

ないという、現存在がやはりなんといっても存在者として存在していること、さらにはまた

何ゆえに存在しているのかも分からずに存在しているという事実性、この両者が一緒になっ

て深くそのうちに食い込んでいると考えることは十分に可能だし、さらに言えばそのように

考えるのでなければならない、と思われるからである。 

 したがって、こうした解釈をしたとしてもそれは、ハイデガーが『存在と時間』で展開し

た死についての現存在の実存論的な分析論を、彼がきつく戒めていたように、ふたたび存在

者的に解釈してしまい、存在論の次元を閉ざしてしまうことにはならないだろう。このよう

に現存在の被投性のうちに「存在者である」ということを強く読み込むとき、存在者として

しか存在しえない現存在にとって、死とはもはや、いかにしても存在者としては存在しえな

くなることであると理解され、それが「実存の不可能性の可能性」という仕方で、「不可能性」

という「可能性」でしかないこととして概念的に把握されることになった、と解釈すること
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ができるだろう。 

事実、このように「不可能性」というひとつの「無」という観点から存在を問題にするこ

とは、『存在と時間』およびそれに続く形而上学期においても、有限性との関連において詳し

く論じられていた11。とはいえ、それが事柄に即した形で十全に展開されたのは、とりわけ

1930 年代にハイデガーが繰り広げた「存在の真理」についての考察との関連において、『哲

学への寄与論稿』のなかで言われる「存在
．．

の真理の基づけの領域のうちで、ということはつ

まり現‐存在のうちで、存在
．．

の尋常ならざることに呼応するのは死の唯一性である」（GA65 

230）というパッセージにおいてであると考えられる12。私たちは次に、このことを詳しく見

ていくことにしよう。 

 

 

６．『哲学への寄与論稿』における「存在の真理」と、 

「存在
．．

の最高の証し」としての死との連関 

 

上に述べたパッセージは、同じ断章のなかで「死は存在
．．

の最高の証し〔である〕（Der Tod 

das höchste Zeugnis des Seyns）」（GA65 230）という謎めいたテーゼとして打ち出されたことを

敷衍して言ったものであると考えられるが、その内実はいかなることであると考えられるの

か。そのことを明らかにするために、ここでは、『哲学への寄与論稿』のある箇所で存在
．．

につ

いて言われている次の一文を手がかりとしよう。 

 

存在
．．

がみずからを秘匿することとしてみずからを引き留めているところでしか、存在者は立ち現わ

れない（Nur wo das Seyn als das Sichverbergen sich zurückhält, kann das Seiende auftreten）。（GA65 255） 

 

この引用文から窺われるのは、ハイデガーがどうやら存在
．．

を、そのうちで存在者を存在者

として立ち現われさせつつ、それ自身としては「みずからを秘匿する」ものとして捉えてい

るようだ、ということである。実のところ、『哲学への寄与論稿』のなかでハイデガーは、存

在について、それを、それがみずからを秘匿するがままに把握しようと試みていると考えら

れる。存在
．．

の自己秘匿ということでハイデガーが言い当てようとしている事態とは、それを

ここで許容可能な範囲で簡単にまとめて述べるならば、概略次のように言うことができるだ

ろう。すなわち、存在
．．

がみずからを秘匿することにおいて、存在者は存在者として現出して

くるが、しかし存在
．．

それ自体はもちろん存在者として現出してくることは決してなく、存在

者が与えられることのなかでみずからを抜け落ちさせる、と。『哲学への寄与論稿』では、「存

                                                        
11 1929 年に出版された『形而上学とは何か』では、次のように言われていた。「存在と無が共属するの

は、〔…〕存在それ自身が本質において有限的であり、無の内へと投げ入れられて保たれている現存

在の超越においてのみ、それ自身を開顕するから」（GA9 120）、と。 

12 存在と存在
．．

という両者の区別については、渡邊二郎「ハイデッガーの「第二の主著」『哲学への寄与

論稿試論集』研究覚え書き」（『渡邊二郎著作集第 4 巻』、筑摩書房、2011 年）、136-138 頁のなかで簡

単に触れられている。本発表では、ひとまず両者の区別を論じることはせず、『存在と時間』で「存

在」という仕方で本来明らかにしようとしていた事象が改めて論じなおされているとしておく。  
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在の真理」ということで、存在それ自身が不可避的にもつこうしたパラドクシカルな現われ

方のことが言われている、と考えることができるのである。 

『哲学への寄与論稿』のある箇所では、「真理の本質」とは「みずからを秘匿することのた

めの空け透き」であり、このことが「真理が根源的かつ本質的に存在
．．

の真理（エルアイクニ

ス）であることを示している」（GA65 348）とされているが、ここに出てくる「空け透き」に

関して、『芸術作品の根源』のある箇所では次のように言われていた。「存在者がそのうちへ

と入り込んで立つ空け透きは、それ自身、同時に秘匿することである」（GA5 40）、と。 

この『芸術作品の根源』の一節では、存在がみずからを秘匿するためには「空け透き」、つ

まり（存在それ自身ではなく）存在者が立ち現われてくることになる〈場〉のようなものが

必要とされる、ということが言われていると考えられる。私たちに対して存在者のみが与え

られ、存在それ自身はどこまでも抜け落ちていくのでしかないということ。そして、それは

同時に存在がみずからを「秘匿する」ことでもあるということ。『芸術作品の根源』を、『哲

学への寄与論稿』をも参照しつつ解釈することが許されるならば、存在にまつわるそうした

事態こそが、結局のところハイデガーの言うみずからを秘匿するという仕方で現われるとい

う存在の「真理」であると、このように考えることができるだろう。  

さて、本節においてここまで論じてきたように、存在は、それ自身を抜け落ちさせるとい

う仕方でしかそれ自身を呈示することがないというのがハイデガーの言う「存在の真理」で

あるならば、『哲学への寄与論稿』のなかで「死は存在
．．

の最高の証し〔である〕」（GA65 230）

と言われることの理由についても、私たちはここである程度見通しをつけることができると

考えられる。 

死は、『存在と時間』では「不可能性という可能性」という仕方で捉えられていた。それは

端的に私の終わりであり、現存在という一個の存在者である私がもはや存在しなくなるとい

う究極の可能性のことであった。こうした究極の可能性としての「現存在であることの絶対

的な不可能性」という「可能性」へと先駆することのうちに、ハイデガーは現存在が他なら

ぬ固有の〈私〉として存在する本来性の可能性を見て取っていた。  

翻って『哲学への寄与論稿』において言われる「死は存在
．．

の最高の証し〔である〕」（GA65 

230）というテーゼにおいてハイデガーが見てとろうとしているのは、じつのところ、存在が

みずからを秘匿するという仕方でしかそれ自身を示してこないという、存在の真理との関連

のうちに現存在が入っていくことができるのは、現存在である〈私〉にとって固有な本来的

な存在可能が、死という実存の不
．
可能性によって担保されているからである、ということで

はないだろうか。『存在と時間』において、死はあくまでも「現存在であることの絶対的な不

可能性という可能性」（SZ 250）であったが、それは、「存在の真理」に見あう仕方で改めて

捉えなおすならば、死を、現存在が存在者として存在する限りは経験することのできないも

の、現存在の経験からはたえず「抜け落ち」ていかざるをえないものとして、経験すること

の不可能性の側面から把握するということになると考えることができる。死は、私たちが存

在者として存在している私たち自身を見いだすことにおいて、それと同時に、そのときには

すでに存在者である私たちには経験することのできないもの、つまり私たちの経験の可能性

の領域からは抜け落ちてしまっているもの、そうしたものとして把握することができるので
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はないだろうか。 

『存在と時間』における「実存の不可能性という可能性」を、以上のような仕方で『哲学

への寄与論稿』における「存在の真理」論に即した形で改めて解釈しなおすことができると

するならば、同じ『哲学への寄与論稿』のなかで、「現存在を根拠としてのみ、存在
．．

は真理へ

と至る」（GA65 293）とされていることについても、私たちはそれを、事象的な内実を備えた

仕方で次のように理解することができるのではないだろうか。つまり、「現存在を根拠とし

てのみ、存在
．．

は真理へと至る」というのは、結局のところ、現存在という存在者はそれ自身

のうちに、みずからに固有の可能性ではあるものの、しかし世界内存在として存在する限り

は決してそれを経験することのできない、死という「実存の不可能性という可能性」を抱え

込んでいる存在者であるからこそ、みずからを秘匿する存在そのものとの連繋のうちに入り、

そのことによって、存在は存在でみずからを秘匿するという仕方でそれ自身を呈示すること

ができる、と。以上のような仕方で、「死は存在
．．

の最高の証し〔である〕」（GA65 230）という、

ハイデガーが『哲学への寄与論稿』に書きつけたひとつのテーゼを解釈することができるよ

うに思われる。 

 

 

７．『芸術作品の根源』における真理と、芸術の由来および思索の使命 

 

『哲学への寄与論稿』で論じられる存在の真理を、以上のような仕方で現存在の死と結び

つけて考えることができるとして、しかしそうした存在の真理と現存在の死との存在論的な

連関が『芸術作品の根源』にはどのように関係してくるのだろうか。最後にそのことについ

て簡単に述べて、本稿を締めくくることにしたい。 

『芸術作品の根源』のある箇所で、ハイデガーは次のように述べていた。「存在者は慣れ親

しんだもの、信頼でき、安心できるものである」が、しかし存在者という「安心できるもの

は、根本においては安心できないものであって、それは途方も‐ないものである」（GA5 41）、

と。これに続けてハイデガーは、「真理の本質、すなわち非秘匿性は拒絶（eine Verweigerung）

によって徹底的に支配されている」（ebd.）とする。 

存在者のうちにある「途方も‐なさ」。それは、有るものが有るということ、存在者の事実

性のうちにある途方もなさのことではないだろうか。ここで言われる「真理」を、先に見た

『哲学への寄与論稿』における「存在の真理」と重ね合わせて読むならば、次のように言う

ことはできないだろうか。つまり、存在者は、存在が抜け落ちること（「拒絶」）によって存

在しており、そうした仕方で、ただただ存在者としてあるというその事実性において、存在

者は途方もないものとして私たちにひたすらに迫ってくる、と。『芸術作品の根源』で言われ

ている、存在者がそのうちで存在することになる、「空け透きとしての非秘匿性には、秘匿す

るという仕方での拒絶することが属している」（ebd.）ということでもって論じられているの

は、事実的に存在する存在者のうちでひたすら抜け落ちていく（そうした「抜け落ち」のこ

とが、ここで言及している『芸術作品の根源』のテクストでは「拒絶」と言われている、と

考えられる）存在の真理のことであると考えることができるだろう。 
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すでに本稿の４で確認しておいたように、芸術作品は作家が創作することによって事実的

に存在するものとなり、そのまわりに鑑賞する者たちを持つことになる。だが、このことは、

本稿でここまで展開されてきた議論を合わせて考え直すならば、改めて次のように捉え返す

ことができるのではないだろうか。すなわち、作品の事実性を論じることでハイデガーは、

存在者として作られた作品のうちで、存在が抜け落ちること（存在の真理）を同時に言い当

てようとしていたのではないだろうか、と。 

そして、以上のように存在者として事実存在することのうちで存在が抜け落ちるという仕

方で芸術作品を捉えるとき、私たちは芸術作品の由来を、死すべき者としての人間のうちに

求めることができるだろう。というのも、みずからの死を経験し得ないという仕方で、みず

からの存在の不可能性をそのうちに抱え込みながら、しかしたしかに存在者として存在して

いるからこそ、そのような存在者として、私たちはまた芸術作品を創作することができると

考えられるからである。異様なものとして屹立する作品は、なにゆえみずからが存在するか

も分からずに事実的に存在者として存在してしまっているという、人間のいわば「不気味な」

あり方と相即しているのではないだろうか。『哲学への寄与論稿』における存在の真理論を

も参看しながら、『芸術作品の根源』における真理論を解釈するときにほの見えてくるのは、

こうした現事実性の問題系であると考えられる。こうして私たちは、本稿の冒頭で述べてお

いたように、統一テーマのうちの「芸術の由来」のひとつを、1930 年代のハイデガー哲学の

観点から、死すべきものとしての人間のうちに見てとることができるところまで解釈を進め

てきたことになる。 

だが、ここでひとつ、さらなる問題が浮上してくる。先に述べた箇所では、真理の拒絶に

関連してハイデガーは、「信頼できるもの」であると思われた存在者が、実のところ途方もな

いものである、と述べていた。しかし、同じ『芸術作品の根源』のなかで、ゴッホの絵は、

農婦の靴を信頼性において、その道具存在において真理にもたらしたとされているのではな

かったか。芸術作品における存在者は、「信頼できるもの」ということに尽きるのか、それと

もそこには「途方もなさ」が宿っているのだろうか。ここではごく簡単に、次のことだけを

先行的に（それゆえはなはだ不十分ではあるが）述べておく。 

ゴッホの靴の絵において打ち立てられたとされる真理は、輝くこととの連関で論じられて

いた（vgl. GA5 22）。しかしながら、そのような美という輝きのうちにのみ芸術作品の真理を

求めていたのでは、途方もなさを抱えて存在する、作品という一個の存在者のうちへと真理

が打ち立てられているという、『芸術作品の根源』のもっとも核心にある洞察を十分に汲み

とることはできないと考えられる13。このことを、芸術作品をめぐるさらなる「思索の使命」

                                                        
13 『芸術作品の根源』が講演として行われたあと、1938 年から 39 年にかけて書かれた手稿『形而上学

の克服』のなかで、ハイデガーは次のように述べていた。「『芸術作品の根源』についての連続講演の

なかでは、形而上学の領域のうちでの「芸術」の規定（テクネー、形式と内容、美）と、原初的な意

味での「詩作」（ポエジーとしてではない）の存在史的な本質の解釈とが相互に絡まりあっている。

それゆえに、あたかも形而上学的な芸術だけが「芸術」と呼ばれることが許され、そして形而上学的

な芸術の本質がより根源的に、また本来的な仕方で存在史的に思索されているかのような見かけが依

然として保たれている」（GA67 107）、と。 

「美」は形而上学的な芸術の規定に数え入れられているのであり、それゆえ、美を手がかりとして

芸術作品を問うことは、ハイデガーにとっては存在史的な思索とはなりえないことになると考えられ
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として見てとることになる地点まで、どうやら私たちは歩を進めてきたように思われるので

ある。 
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解釈学的経験の普遍的位相 

―ガダマーの芸術の思索と言語性（Sprachlichkeit）― 

 

小平 健太（立教大学）  

 

                 

あらゆる芸術を詩作として考え、そして芸術作品が言語であること  

（das Sprachsein des Kunstwerks）を顕わにする思考は、それ自体なお  

言語への途上にある。         

H.-G. Gadamer1 

 

 

はじめに 

 

この言葉は「芸術作品の真理（Die Wahrheit des Kunstwerks）」（1960）と題された論考に

おけるガダマーの最後の言葉である。この論考は、もとはレクラム文庫版より『芸術作品

の根源』が刊行されるにあたり、「導入にむけて（Zur Einführung）」というタイトルで執筆

されたものであった。芸術の本質は詩作すること（das Dichten）である―こうしたテー

ゼは言語の言語性（Sprachlichkeit）をもって、ガダマーへと受け継がれた。つまり、引用に

ある「芸術作品が言語であること」は、言語性といういわばメタ次元をもってあらゆる解

釈学的現象の可能性の根本的基盤として、ガダマーの解釈学思想の中枢へと置かれたので

ある。 

 事実、ガダマーの解釈学哲学において芸術は極めて重要な地位を占める。大きく分けて

3 部からなる彼の主著『真理と方法』の第 1 部は、芸術論に捧げられている。ガダマーは

ディルタイ以降の解釈学の思想的歩みにおいて、自然科学的な方法意識とは別の次元にお

いて固有に確保されるべき、精神諸科学にとっての真理とその経験の理論の独自の解明を

目指したが、そのためには第一に、芸術作品における真理の問題を論じなければならない

と考えた。精神諸科学における「理解」とは何であるか、このことを問うためには「芸術

の真理への問いがとりわけ役に立ち得る」と（GW, 106）。ガダマーにとって芸術作品の経

験とは、ひとつの解釈学的現象として理解をその内に含み、そしてこの現象は科学的な方
．

法
．
において考えられる意味とはまったく異なる。そしてこの理解の芸術作品への帰属は、

                                                        
1 H.-G. Gadamer, Die Wahrheit des Kunstwerks(1960), in: Gesammelte Werke 3, Tübingen: J.B.C. Mohr(Paul 

Siebeck), 1987, S.249-261, vgl. S.261, ならびに Zur Einführung, in: Der Ursprung des Kunstwerkes , mit einer 

Einführung von Hans-Georg Gadamer, Stuttgart: Philipp Reclam jun. GmbH & Co, 1960, S.93-114, vgl. S.114. 

なお、今後本論においてガダマーからの引用は H.-G. Gadamer, Gesammelte Werke, Tübingen: J.B.C. 

Mohr(Paul Siebeck), 1985-1991 を用い、略記号 GW に次いで巻号、頁数を括弧に入れて示す。また、

著作集におさめられていないテキストから引用する際は、その都度注記する。引用に関して既訳

のあるものは可能な限り参照した上で、特に断りのない限り訳は筆者によるものである。  
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「芸術作品の存在のあり方
．．．．．．．．．．．

（Seinsweise des Kunstwerks）」からのみ、解明されるとされる（GW1, 

106）。また別の角度から見れば、『真理と方法』以前から、またその以後も、芸術をめぐる

思索はガダマーの主要問題であり続けた。個別的な作品や作家を扱ったガダマーの多くの

論考がおさめられている著作集第 9 巻には、「解釈学の遂行（Hermeneutik im Vollzug）」2と

いう表題が付けられている。その序文において、ガダマー自身ここでの意図は、ひたすら

にこの「遂行に奉仕すること」であり、またその理由をこの「遂行」には「哲学的な正当

性が要求される」からだ、とはっきり述べている（GW9, V-VI）。つまり、詩作をはじめ芸

術作品を解釈すること、すなわち「解釈学の遂行」とは、ガダマーにとってそれ自体〈哲

学〉なのである。またこのとき、ガダマーにとって芸術解釈とは〈対話〉に他ならなかっ

た。こうした着想は、対話における真理経験の契機を「解釈学的経験」として普遍化した

ガダマーにとって、極めて重要な意味をもつことは言うまでもない。現代詩をはじめとす

るそうした作品解釈は、既に 1930-40 年代からなされていたことからも、1960 年に主著に

おいて自らの哲学的解釈学の基本理念を打ち立てる前より、ガダマーにとって詩との対話

とは哲学的な対話であり、哲学の遂行であった。  

 こうして少なくとも、ガダマーの哲学的解釈学の全体
．．

プログラムにおいて芸術への思索

が極めて重要な意味をもつこと、また芸術への思索それ自体がガダマーにとって対話であ

り哲学であること、このふたつの側面において芸術へのガダマーの関心が、彼の思索の単

なるひとつの手段および契機に尽きないことがわかる。そして、このとき同時に我々はハ

イデガーの思想的影響を熟慮せずにはいられない。というのも、芸術を哲学の遂行として、

また芸術を真なる解釈学的現象として扱おうとするガダマーの試みが、ハイデガーが準備

した思想的基盤の上においてはじめて可能であること、そうした意味でガダマーの芸術へ

の思索が、ハイデガーの存在論的芸術論の延長線上にあることは疑い得ないからである 3。

精神諸科学における理解を正当化するために、「芸術作品の存在のあり方
．．．．．．．．．．．

」を問わねばな

らなかったこと、またそれと連動して美的・芸術的領域において真理概念を取り戻すため

には、なによりその存在論化が不可欠であったこと、こうした点においてガダマーはハイ

                                                        
2 ひとつ注意しておくと、ここでのガダマーによる作品解釈の中心は言語芸術を対象としたもので

ある。それ以外の芸術領域においても存在論的な真理およびそれを根底において支える言語性が

いかにして普遍的に容認され得るのか、という問題は『真理と方法』第 1 部第 2 章でのガダマー

自身の課題でもあったが、この点に関してガダマーの議論は不十分なものであったとする指摘も

ある。加藤哲弘「感性的認識における時間の問題  ―ガーダマーによる芸術の読解の理論を手掛

かりに」、岩城見一編『感性論  認識機械美学としての〈美学〉の今日的課題』晃洋書房、1997 年、

256-78 頁。また、文学研究とガダマーの解釈学哲学との接続に関する近年の研究成果として、次も

参照。C. Dutt(hrsg.), Gadamers philosophische Hermeneutik und die Literaturwissenschaft: Marbacher Kolloquim zum 50. 

Jahrestag der Publikation von Wahrheit und Methode , Heidelberg: Unversitätsverlag Winter GmbH, 2012. なお、芸

術経験の理論モデルとして、言語芸術ではなく視覚的な芸術を対象としてきた従来の芸術研究に

対 す る ガ ダ マ ー の 批 判 的 見 解 に つ い て は 、 次 を 参 照 。 H.-G. Gadamer, Anschauung und 

Anschaulichkeit(1980), in: GW8, S.189-205, vgl. S.190. 
3 グロンダンはガダマーの哲学思想における最も支配的かつ強固な痕跡を彼の師であるハイデガー

に認めつつも、ガダマーが彼自身ハイデガーからとりわけ文学をはじめとし、幅広く様々な問題

において距離を取っていることを指摘した上で、これまでガダマーに関する論究の大半が、結局

のところガダマーとハイデガーとの関係の研究であったことを問題視している。本論における筆

者の立場も基本的にこうしたグロンダンの立場に与するものである。Cf. J. Grondin, Sources of  

Hermeneutics, New York: State University of  New York Press, 1995, p.111.  
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デガーの芸術の本質への問いを忠実に継承している。また他方ハイデガーも、ガダマーの

『真理と方法』を必ずしも全面的に評価した訳ではなかったが、それでも第 1 部の芸術論

については高く評価していたことからも、芸術をめぐって両者の関係は一見良好であった

かのように見える。しかしながら、この関係の内実に関して、それを全面的に容認するの

はあまりに早計である。確かに、ガダマーはハイデガーの芸術の思索に対して批判的、あ

るいは離反的な態度を表明したことは一度もなかった。しかし、それでもやはりなお両者

の芸術の思索が向かうその先は、どこか異なるところに向かっている。『真理と方法』に

おけるガダマーの記述の内に期せずして見え隠れするハイデガーとの関係性、この点を筆

者は今一度、問い直したいのである。  

そこで本論では、とりわけ『真理と方法』におけるガダマーの立場に立脚し、『芸術作品

の根源』におけるハイデガーの思索とそれに対するガダマーの解釈を辿りつつ、芸術をめ

ぐって両者の哲学的思考が交差し、また相違する点を見極めたい。率直に問いを立てれば、

ガダマーはどこまで
．．．．

ハイデガー主義者（Heideggerian）であり、またどこで
．．．

それをやめたの

か。また両者の芸術の思索が向かうその先は、どこであるのか。芸術をめぐる両者の思索

の深淵において問題となっている点は何であるか。―こうした問いを問うにあたって、

我々が堅持すべきは以下の点である。すなわち、ガダマーはカント以降の美学理論の固有

の先入見において覆い隠されていた芸術作品の本質への問いを獲得するという、ハイデガ

ーの思考の歩みとそのモチーフを共有しながらも、主観主義に対する批判の背後にそれと

表裏一体の関係として
．．．．．．．．．．

、人文主義の知の伝統に基づく真理契機の復興を位置づけていた点

である。こうした芸術作品の存在論と人文主義思想との関係性は、少なからずハイデガー

の思索の内には認められない。  

 本論では、まずガダマーの主著である『真理と方法』における芸術論が、ガダマーの解

釈学哲学全体に対してもつ意義を明らかにすると同時に、当該の第 1 部の芸術論を、ハイ

デガーの芸術思想に対するガダマーの「応答」と「展開」として読み解くことを試みる（I）。

しかし、他方でガダマーの芸術論を構成するのは、存在論だけに留まらない。そこで真理

概念の復興における人文主義に基づく知の役割を明らかにするのが、（II）である。そして

芸術をめぐるハイデガーとガダマーの思索における決定的な差異、およびその深淵におい

て問題となっている点を、筆者は人文主義をめぐる両者の言説の内に求める。この点を明

らかにするのが（III）である。そして最後に、両者の思索の根底に存する相違を踏まえた

上で、ガダマーの芸術哲学の立場の独自性について筆者の見解を示すと同時に、これまで

の一連の議論が従来のガダマー研究に対してもつ意義を示すことにしたい。  

 

 

I 『真理と方法』における芸術論の体系的位置 

 

 芸術をめぐるガダマーとハイデガーの思想的連関を問うために、まず『真理と方法』に

おけるガダマーの立場を考察することからはじめたい。筆者が見る限り、ガダマーが『真

理と方法』の第 1 部において芸術を問題としたのには、明確な意図があってのことである。
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まずこの点に関して、第 1 部の芸術論の「導入」としての役割に注目したい。  

 『真理と方法』におけるガダマーの芸術の思索の最大の意図は、解釈学的な真理経験の

普遍性へと到達するための根本的基盤を、芸術経験の内に与えることにあったと考えられ

る。『真理と方法』においてガダマーが自らに立てた根本課題は、先述の通り、自然科学的

な方法意識とは別の次元において固有に確保されるべき、精神諸科学にとっての真理とそ

の経験の理論の解釈学的解明であった（GW1, 1）。「哲学の経験、芸術の経験、そして歴史

そのものの経験」、これらすべての経験において自然科学の方法的手段をもっては検証さ

れ得ないところの真理が開示されるのだが（GW1, 2）、この点に関して、芸術は理想的な

導入
．．

の役割を果たしている。というのも、言語的な理解の経験から最も遠いと思われる美

的・感性的（ästhetisch）経験でさえも、広い意味で解釈学的な理解の経験に本来包括され

ることが示されるとなれば、ガダマーは解釈学の普遍性要求一般のための強い理論的根拠

を得ることになるからである4。ガダマーが主張する、理解現象の普遍性、つまり「理解さ
．．．

れ得る存在は
．．．．．．

、言語である
．．．．．

」（GW1, 479）という根本構想は、こうしたプログラムのもと強

力な裏付けを得ることになる5。 

 さて、こうした根本的モチーフのもとガダマーが展開した具体的な論点はふたつあった。

ひとつは、カントをはじめとする近代美学の思考の枠組みを克服すること、次いでふたつ

めは、美的・芸術的領野における真理概念の取り戻しである。ガダマーはまずカント的思

考に基づく近代美学理論に内在する主観主義の問題点を指摘し、それを克服しようとする。

周知の通り、バウムガルテン以来開始された自立的な学問領域としての美学は、『判断力

批判』におけるカントの仕事において、ひとつの体系的完成を見た 6。趣味判断の普遍性要

求によって芸術の自律性を正当化したこと、このことはカントの偉大な業績であったこと

をガダマーも認めてはいるが（GW1, 48, GW3, 254）、しかし、ガダマーはカントの功績の

反面、次の点を強調していた。すなわち、こうした「心的諸力の主観性における美学の位

置づけは、危険な主観主義化の始まりを意味していた」という点である（GW3, 254）。この

ことがガダマーにとって問題であったのは、こうした思考図式が、本来芸術において認め

られるべき真理を隠蔽してしまうからである。カントの美的認識の理論では、「趣味判断

                                                        
4 バウムガルテン以来、近代美学に潜む感性と理性を分離する二項図式そのものに対するガダマー

の批判的見解として、以下も参照。H.-G. Gadamer, Anschauung und Anschaulichkeit, in: GW 8, S.191f. 
5 ただし、こうしたガダマーの試みの成否に関して、多くの疑惑が投げかけられたのもまた事実で

あった。例えばベーメは、こうした解釈学的現象として芸術を扱うことは、「解釈学への美学の狭

隘化」であり、美学はそこから解放され、また克服されるべきであると指摘している。G. Böhme, 

Aisthetik: Vorlesungen über Ästhetik als allgemeine Wahrnehmungslehre , München: Wilhelm Fink Verlag, 2001, S. 145ff. 

グロンダンもまた、芸術は常に哲学的概念の重荷を背負わねばならないのか、芸術が哲学的な先

行概念の見知らぬ規定によって従わされるとき、芸術は適切に理解されるのか、とその動向を慎

重な態度をもって注視している。 J. Grondin, Hermeneutische Wahrheit? Zum Wahrheitsbegriff  Hans -Georg 

Gadamers, Königstein: Verlag Anton Hain Meisenheim GmbH, 1982, S.119. さらに「ガダマーはこのよう

に芸術作品を解釈することで、解釈学を体系的に構築するという関心のゆえに美学の領域を見捨

ててしまう」というブプナーの指摘は、極めてクリティカルなものであると言える。R. Bubner, 

Ästhetische Erfahrung, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1989, S. 13（竹田純郎監訳『美的経験』法政大

学出版局、2009 年、3-6 頁） . 
6 カントの美学史的位置づけに関しては、既に周知の通りであるが、このことに関するガダマーの

見解としては以下も参照。H.-G. Gadamer, Die Aktualität des Schönen. Kunst als Spiel,  Symbol und 

Fest(1974), in: GW8, S.94-142, vgl. S.109f. 
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の本質にとって、その表象が快いところの諸対象の存在の仕方（Daseinsart）は何ら問題と

はならない」のであり、「美的判断力の批判とは芸術の哲学（Philosophie der Kunst）たろう

としない」（GW1, 50）。こうしたガダマーの発言には、彼が『真理と方法』の出発点として

美学理論を取り扱う強いモチベーションが表れている。つまり裏を返せば、「存在の仕方」

を問うべき「芸術の哲学」が、ガダマーにとっては肝要なのである。こうして、ふたつめ

の論点も確認されよう。すなわち、この「芸術の哲学」こそが、「芸術作品の存在のあり
．．．．．．．．．．

方
．
」（GW1, 106）を本質的に問いただし、近代科学における方法

．．
の内に閉じ込められた真

理概念をそこから解放し、再び芸術の内へと取り戻すことが可能なのである。  

 こうして芸術作品の存在
．．

を問う芸術哲学が、ガダマーには要請された。ただし、「芸術

作品の存在への問い」という問いの根本基盤に関して、ガダマーがハイデガー以上に何か

新たに付け加えたということは、『真理と方法』の記述を見る限りないように思われる。

むしろ、『真理と方法』（とりわけ第 1 部第 2 章）におけるガダマーの思索において注目さ

れるべきは、次の点である。すなわち、ガダマーはこうした存在への問いを引き継ぎつつ、

存在論的な真理が、あらゆる芸術において共通のものであることをいわば実地に現象学的

に検証し（第 1 部第 2 章の章題は「芸術作品の存在論（とその解釈学的意義）」である）、

そこでの成果を解釈学の課題として引き受け直すこと（「（芸術作品の存在論と）その解釈

学的意義」）であった。結果として、後者の論点において、ガダマーはハイデガー哲学のも

と顕わにされた存在論的な真理の根底にある言語的投企の働きを、「言語性」として受け

取り、解釈学的経験の可能性の条件として普遍化するに至った。芸術論を締めくくる最終

項において「美学は解釈学に吸収されなければならない
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

」（GW1, 170）とガダマーは核心

的かつ大胆なテーゼを打ち出すが、こうした確信をガダマーが持ち得たのは、芸術作品の

存在論によるところが決定的である。では、次いでこうした『真理と方法』におけるガダ

マーの課題とその成果に関して、具体的にその内容を見ておくことにしたい。  

 『芸術作品の根源』において、ハイデガーはあらゆる芸術の本質を詩作へと収斂させる

道を歩んだが（GA5, 59）7、『真理と方法』においてガダマーもまた、基本的にはその歩み

を共有する。ただし、ガダマーが考察の出発点としたのは、「遊び（Spiel）」という概念で

あった。まずガダマーは「遊び」を、芸術作品を経験する「主体性の自由」を示す概念で

はなく、「芸術作品の存在のあり方そのもの」を示す概念であると説明する（GW1, 107）。

作品の存在を問うことは、作品の遊びを問うことである。こうしてガダマーにとって作品

の存在への問いは、遊びへの問いとして始まる。ガダマーが作品の存在を遊びと見なすこ

                                                        
7 Vgl. M. Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes(1935/36), in: Holzwege, Gesamtausgabe(=GA), Bd. 5, 

Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1977.「存在するものの空け開き（Lichtung）と隠蔽としての

真理は、それが詩作されることによって、生起する。あらゆる芸術は
．．．．．．．

、そうしたものとしての存在

するものの真理の到来を生起させることとして、その本質において詩作である
．．．．．．．．．．．．．

」。なお、本稿にお

いて『芸術作品の根源』のテキストについては、全集版から引用した。全集版のテキストは、論文

集『杣道（Holzwege）』（1957）の再版であり、三度目の講演の原稿を収載したものであるが、それに

加えてレクラム版にハイデガーが書き込んだ欄外注を採録したものである。また、それぞれのテ

キストの異同に関しては、平凡社ライブラリー版の訳者である関口氏が「訳者後記」において検討

を行っている（マルティン・ハイデガー著、関口浩訳『芸術作品の根源』平凡社ライブラリー、2008

年、215-227 頁参照）。  
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とによって第一に意図したのは、芸術経験における主観主義を克服することであった。す

なわち、遊びとは第一に主客の認識構図そのものを破棄する概念装置としての役割を担う。 

 ガダマーは、明らかにこうした思索のモチーフをハイデガーの『芸術作品の根源』から

受け取っている（GW1, 105, GW3, 254-8）。『芸術作品の根源』においてハイデガーもまた、

主観に対峙する「対象」として芸術作品を取り扱う理論に徹底して対抗する態度を示した。

ハイデガーからすれば、芸術作品がそうした対象と見なされる場合、芸術作品の「世界

（Welt）」は崩壊している。なぜならば、芸術作品は本来その世界を開き立て（aufstellen）、

開示（eröffnen）することが、作品の「現実性（Wirklichkeit）」を構成するからである（GA5, 

24）。ハイデガーがここで捉えようとする「現実性」とは、物体的なもの（das Dingliche）

や、事物的なもの（das Vorhandene）でなければ、それらの上に加えられる意味や価値、美

的理念といったものによって構成されるのでもない。芸術作品の客観的に規定可能な物理

的側面、およびその意味や価値といった心的・主観的側面、こうした構図自体をハイデガ

ーは芸術作品の理解からまずは退ける。こうした主‐客の認識構図に質料‐形相という対

概念も加え、新カント派をはじめとする近代美学に潜在する「あらゆる芸術理論と美学と
．．．．．．．．．．．．

のための概念図式そのもの
．．．．．．．．．．．．

」（GA5, 12）によって、存在への思索が阻まれてはならない。 

 ただし、ガダマーが芸術作品の存在のあり方そのものを遊びとして思索した力点は、こ

うした芸術経験の主観主義の克服という点に留まらない。むしろそれ以上に、作品の存在

を遊びとして思索することによって作品の存在
．．

と作品の経験
．．

との連関の考察を具体的に

可能とした点にこそ、認められるべきである。ガダマーは、次のように述べる。「むしろ芸

術作品がその本来の存在を有すのは、それが経験となり（zu Erfahrung werden）、その経験

が経験する者を変化させるという点においてである」（GW1, 108）。ここでガダマーは、ハ

イデガーが提示した存在論的立場に基本的には従っている。芸術作品はその存在において、

経験されなければならない。ただし、ガダマーはここで、ハイデガーが示した立場から一

歩踏み出し、作品が本来の存在を有すには、それが経験されなければならない、と付け加

えている。ガダマーが注目したのは、芸術作品の経験における具体的な「存在の経過

（Vorgang）」なのである（GW1, 164）。  

 この「存在の経過」を明らかにする際、ガダマーがこだわってみせたのが、作品の存在

とその「表現（Darstellung）」、および「（再）提示（Repräsentation）」の関係である。ガダマ

ーは、芸術経験において作品の存在とその表現とが一体となる関係性そのものを、芸術経

験の普遍的かつ不可避な存在論的構造として取り出そうとしていた。具体的に見てみよう。 

ガダマーはあらゆる芸術作品においても、その経験はその具体的な「表現」において行

われざるを得ないと考えた。つまり、作品はそれが表現されなければ、経験され得ない、

と。ただし、ここでも我々はかの近代美学の思考図式に従うことはできない。ガダマーが

捉えようとするのは、「対象」としての作品の表現の経験ではなく、表現そのものの経験
．．．．．．．．．

、

さらに言えば作品の存在と表現との「統一性（Einheit）」の経験である（GW1, 122）。ここ

で芸術作品の表現としての「遊び」は、作品の経験の本質的な「媒介（Vermittelung）」の

役割を果たす。芸術作品において作品の存在とその表現とは、「綜合的（全体にわたる）媒

介（totale Vermittelung）」を経て（GW1, 125）、存在と表現の統一性、すなわち「真理の統
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一性」として生起するとされる（GW1, 121）。こうした「媒介」を捨象し、作品との直接的

な関係性を保持しようとするならば、我々は再び近代美学の思考図式に陥ることになる。

むしろ自立的な美的意識なるものが自らの効力を発揮できたのは、作品とこの「媒介」と

を区別するがゆえに、そうなのである。したがって、作品はそれが遊ばれる
．．．．．．．．．．

［表現される
．．．．．

］

ことによって
．．．．．．

、その存在
．．．．

［表現
．．

］において経験されるのである
．．．．．．．．．．．．．

。  

 こうしてハイデガーの思索に応答しつつも、ガダマーは「存在の経過」に注目し、芸術

作品の存在をその表現と一体の関係として取り出そうとした。次いで注目すべきは、その

意図である。このことは、先に示した通り、ガダマーには芸術作品の存在論的考察のすぐ

後に、それを解釈学的な問題として引き受けるという課題が控えていたことに大きく起因

する。ガダマーが「表現」ということで意図したのは、それと対峙する美的意識に基づく

美的経験の契機ではなく、「美的なるものの普遍的かつ存在論的な構造の契機」であった

（GW1, 164）。ガダマーはこの「美的なるものの普遍的かつ存在論的な構造」が、「レクチ

ューレ（Lektüre=読みもの・読書）」の経験に包括されるものであると考えていたのである。

ハイデガーが示して見せた芸術作品の真理の生起を、ガダマーが「存在の経過」として具

体的な「表現」の場面から、普遍的なものとして抽出しようとしたのはそのためである。 

 そもそも芸術作品が遊び（Spiel）として、遊ばれることによって本来的に経験されると

いうことは、その文字通り上演
．．

（Spiel）を契機とするような演劇（Schauspiel）といった領

野に限ってのことではない。ガダマーにとって特にこの点が重要な意味をもったのは、と

りわけそれが文学や詩作をはじめとする言語作品（Sprachwerk）においても同様であった

からである。「理解しつつ本を読むということ（Lektüre des Buches）は、既にしていつも一

種の再生産［表現］であり、解釈である」（GW1, 165）がゆえに、「本を読むということも

また、そこにおいて読まれる内容が表現にもたらされるひとつの出来事（ein Geschehen）

である」（GW1, 166）。一見すると純粋に美的意識による主体の内面的な経過
．．

であるかのよ

うに思われる読書も、本来表現の存在論的経験様式に基づいている。そしてガダマーは、

レクチューレの経験様式の内にも存在論的経験の構造が認められるやいなや、最広義の意

味における「文書（Literatur）」の経験の包括的意義へとさらに議論を展開する。  

「文書（Literatur）の存在のあり方には、言語による一切の伝統が属している」（GW1, 168）、

こうガダマーが言うとき、彼がそこで考えていたのは、そこにおいて作品が属するところ

の世界全体
．．

の経験可能性である。文書による表現のあり方［文書の存在のあり方］は我々

に対して個別的な事柄を伝えるのではなく、それがまさに書かれていることによって、こ

れまで伝承されてきた伝統そのものの開示を可能とする。過去の出来事が同時に現在のも

のとなること、さらには過去の個別的な出来事がそれだけでなく、それが属していた地平

ごと全体として
．．．．．

現在に到来すること、このことがレクチューレの経験では生じている。つ

まり、個別的な経験の可能性をそもそも構成する経験の地平の生起を、ガダマーは言語芸

術の内に見ているのである。ガダマーが「遊び」概念の考察を通じて、芸術経験の普遍的・

存在論的構造を取り出したのは、詰まるところ、こうした経験の地平そのものを言語的な

次元において取り出すために他ならない。このことは、ハイデガーが芸術作品における真

理の生起を、個別的な存在するものの非隠蔽（および隠蔽）としてではなく、存在するも
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のの「中間（Mitte）」として、すなわち「全体としての存在するもの（das Seiende im Ganzen）」

の「非隠蔽性（Unverborgenheit）」として明らかにしたこと（GA5, 39f）、またこの非隠蔽性

の生起を「空け開き（Lichtung）」として、その根拠を「詩作」の内に明示したこと（GA5, 

59）、こうしたハイデガーの芸術の思索の道をガダマーなりに踏襲したことを示している。

そして、こうしたハイデガーの思索の成果を、歴史そのものの経験、ひいては精神諸科学

における経験の理論的解明へと接続したことは、ガダマーの独自の成果であると言ってよ

い8。ガダマーは、この全体としての存在するものの非隠蔽性の生起を言語的な全体性、す

なわち「言語性（Sprachlichkeit）」として受け取り、それをいわば言語的現存在の世界経験

の基盤としたのである。  

 

 

II 芸術への思索と人文主義 

 

このように見てくると、ガダマーの芸術への思索において存在論の枠組みが極めて重要

な地位を占めていることがわかる。しかし、ガダマーが第 1 部において主題とした芸術に

おける真理概念の取り戻しは、存在論によってのみなされる訳ではない。むしろ筆者が見

る限り、ガダマーの思索の力点のひとつは、そうした試みが人文主義の復興によっても同

時になされる点にある。ガダマーは第 1 部第 1 章第 1 節、つまり序論を除けば、最もはじ

めに人文主義的主導概念（humanistische Leitbegriffe）を論じることからはじめた。周知のよ

うに、そこでガダマーは「教養（Bildung）」、「共通感覚（ sensus communis）」、「判断力

（Urteilskraft）」、「趣味（Geschmack）」の四つの諸概念を取り上げた。これまで見てきた、

第 2 章「芸術作品の存在論とその解釈学的意義」の検討に先立ち、カントをはじめとする

啓蒙主義、および近代の合理主義思想によって失われてしまった、人文主義の知の伝統に

基づく真理契機の復興について、およそ 40 頁にもわたり、ガダマー自身その意義を論じ

た意味は、極めて大きいと考えなければならない。  

 無論、人文主義の復興は必ずしも芸術という主題に論点が限定されるものではない。例

えば教養概念をめぐるガダマーの議論（GW1, 15-24）は、ヘルダーを経てその語の本質的

意味となる「人間への形成（Bildung zum Menschen）」に関する「実践」の教育的意味を問

いただし9、また残り三つの諸概念においても、それらの美的、芸術的意味よりも、それら

が本来備えていたはずの修辞学的伝統における「政治的‐道徳的」意味の重要さをガダマ

ーは説いた（GW1, 49）。ただし、このとき我々が忘れてはならないのは、これらの諸概念

においてその根底に存する議論のモチーフとは、こうした人文主義的知の枠組みを隠蔽し

                                                        
8 グロンダンもまた、芸術作品を「真理要求（Wahrheitsanspruch）」の内に見て取り「ハイデガーの

テーゼを歴史的な研究でもってより説得力あるものにしたことは、ガダマーの功績である」と評

している。J. Grondin, Hermeneutische Wahrheit? Zum Wahrheitsbegriff  Hans -Georg Gadamers, S.108. 
9 なお Bildung 概念をめぐるガダマー以降の受容と展開に関しては、ガダマーの弟子でもあるブッ

クの研究が注目される。Vgl. G. Buck, Hermeneutik und Bildung , Elemente einer verstehenden Bildungstheorie , 

München: Wilhelm Fink Verlag, 1981; id., Rückwege aus Entfremdung: Studien zur Entwicklung der deutschen 
humanistischen Bildungsphilosophie, München: Wilhelm Fink Verlag, 1984. 
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たのが、他ならぬ美学であったという点である。我々は前節において、ガダマーが『真理

と方法』の出発点として美学理論を取り扱うモチベーションを確認したが、このことはガ

ダマーが人文主義を論じる際も同様である。そこで、これらの諸概念の内でガダマーが最

も多くの分量を割き、その重要性を説いた「共通感覚」の議論を辿りつつ、そこにおいて

ガダマーが主張する人文主義の知の枠組みが彼の思索においていかなる位置づけを得る

か、検討したい。ここでの検討を経て、ガダマーが『真理と方法』において捉える「言語」

の内には、ギリシャ的系譜に基づく契機だけでなく、ローマ的・修辞学的系譜に基づく契

機が潜在するさまを、我々は目にすることになる。  

人文主義の伝統に根差した共通感覚の意味内容を再度獲得するにあたり、ガダマーが重

要な思想家として俎上に載せたのが、ヴィーコ（Giambattista Vico, 1668-1744）である。ガ

ダマーがヴィーコの共通感覚に注目したのは、この概念が彼のもとでは、自然科学的な方

法意識の内に回収され得ない真理の意味内容を実践的側面において保持していたと考え

ていたからである。ガダマーは、当時ヴィーコが直面していた問題意識と自らの解釈学の

企てとの間に共通のモチーフを重ね合わせる。「ヴィーコが古代ローマ的な共通感覚の概

念に立ち戻り、近代科学に対して人文主義的修辞学を擁護したことは、我々にとって極め

て興味深いことである」（GW1, 29）。ガダマーは、修辞学的伝統の内に保持されている共

通感覚に基づく真理の契機をまずは救い出そうとしていた。  

真理をめぐる議論において、ガダマーがヴィーコから援用したテーゼは、共通感覚は「真

（理）なるもの（das Wahre）」ではなく、「真（理）らしきもの（das Wahrscheinliche）」によ

って養われる（GW1, 26）、というものである 10。ヴィーコが『学問の方法』（第 7 講演）に

おいて、両者の概念について語っていた根本的なモチーフとは、『ポール＝ロワイヤル論

理学』に代表されるデカルト主義的な方法論的原理に内在する教育実践の難点を指摘し、

その限界を示すことにあった 11。デカルトの『方法叙説』以来の科学的方法原理を色濃く

引き継いだ『ポール＝ロワイヤル論理学』において、知識とは確実かつ疑うことのできな

い「真（理）なるもの」の認識であり、偽は当然のこと、「真（理）らしきもの（verisimile）」

もできる限り遠ざけなければならないとされる。しかし、そこでヴィーコは我々の事実的

                                                        
10 この「真（理）なるもの」と「真（理）らしきもの」との図式は、ヴィーコの『われらの時代の

学問方法について（De nostri temporis studiorum ratione）』にまで遡るが、これは具体的には 1708 年に行

われた王立ナポリ大学での彼の講演録である。1699 年に王立ナポリ大学の雄弁術（修辞学）の教

授に採用されたヴィーコが、全 7 回行った開講講演の最後のものである。この第 7 講演の翌年，

1709 年に出版されたこの著書においてヴィーコが共通感覚を主題的に論じているのは、第 3 節「新

しいクリティカの不都合」という節である。なお既述の通り、この原著は講演録であり、章および

節別の編成は取っておらず、また各項目の文頭にあたる箇所以外、段落すらあまり見受けられな

い。この点に関して、本稿は参照および引用箇所の提示の利便性も考慮し、上村忠男・佐々木力に

よる訳書の章構成にそのまま従った。また、原著に関して本発表では、ラテン語に合わせてイタリ

ア語併記版のものを参照した。なお、それぞれの訳を参照した上で、特に断りのない限り訳は筆者

によるものである。G. Vico, De nostri temporis studiorum ratione(1709), in: Opere di Giambattista Vico , Vol. 

I, Leipzig: Deutschen Demokratischen Republik, 1970, pp.195-259（上村忠男・佐々木力訳『学問の方法』

岩波書店、1987）. 「知識（scientia）が真から、誤謬が偽から生まれるように、共通感覚は真（理）

らしきもの（verisimile）から生まれる」（ ibid., p.205）。  
11 この点に関する見解は、クローチェが明晰に記述している。B. Croce, La prima forma della gnoseologia 

vichiana(1911), in: La filosofia di Giambattista Vico, Bari: Gius, Laterza & Figli, 1962, pp.1-19, cf. pp.18-9. 
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かつ歴史的な共同体的現実を構成する共通感覚と、その構成自体を可能とする共通感覚の

言語的基盤とを、真と偽およびそれに対応する知識と誤謬という二項図式の内に、実践理

論的側面として加えることを主張したのである 12。このことは、人間の実践的生活におけ

る真偽の判断に関わる術（ars iudicandi）としての「クリティカ」とともに、論拠の場所の

発見に関わる術（ars inveniendi）としての「トピカ」もまた必須であること、さらに言えば

理論理性に対する実践理性の優位性を保持しようとするヴィーコの態度を示している13。  

さて、こうした共通感覚の実践的性格は、すぐさま我々にフロネーシス（phronēsis）の

概念を思い浮かばせる。事実、ガダマーもヴィーコが考えていたことの内には、修辞学的

伝統の擁護だけに留まらず、実践知と理論知とのアリストテレスに由来する古来からの対

立が、モチーフとして息づいていると言う（GW1, 26）。つまり、ガダマーは学問領野にお

ける「新旧論争（querelle des anciens et modernes）」（GW1, 26）、ヴィーコの言葉で言えば「我々

のもの、あるいは古代人のものとで、いずれがより正しくより良い学問方法であるか」 14

という問題と、他方でアリストテレス以来の 2 つの知をめぐる議論とのひとつの接合地点

として、ヴィーコを見ていた。そして前者の観点において「古代の知恵、賢慮（prudentia）

と雄弁（eloquentia）の涵養」（GW1, 26）、すなわちデカルト的なクリティカに対して古代

人のトピカによる知恵を対抗させることが、ヴィーコの主張であったことは既に見たとこ

ろである。ただし、「真（理）なるもの」と「真（理）らしきもの」との対立は、ガダマー

によればアリストテレス以来の実践知と理論知の対立に、もう一方の源泉をもつ。そして

このとき「真（理）らしきもの」によって養われるヴィーコの共通感覚は、「とりわけラテ

ンの古典著作家たちが認知していたような古代ローマ的な共通感覚の概念」であり、ここ

には「哲学者たちの観想的思弁（die theoretische Spekulation）に対する批判的な響き」が聴

き取られる（GW1, 28）。ヴィーコがクリティカに対してトピカの必要性を説いたこと、そ

して科学（知識）から生じる「真（理）なるもの」に対して共通感覚から生じる「真（理）

らしきもの」を配したこと、このことをガダマーは、近代人と古代人、および理論知と実

践知の対立に関するヴィーコなりの立場表明と理解したのである15。 

                                                        
12 なお、このことがヴィーコにとって問題であったのは、「人事」に関する具体的な政治的場面に

おいてである。「そして、政治生活の賢慮に関して、人間に関する事柄（ le umane cose）［人事］を

支配しているのは、機会と選択という最も不確実なものであり、またしばしば見せかけと隠し立

てという、最も欺瞞に満ちた事柄がそれらを導いている…」。G. Vico, De nostri temporis studiorum 

ratione, pp.218-9. その上で、ヴィーコはデカルト的な確実かつ明証的である真理に基づいて「すべ

ての二次的真理や、すべての真（理）らしきものもまた、虚偽と同様に、精神から追放することを

課すクリティカ」によって、共通感覚が最大限教育されねばならないはずである青年たちが、「我々

のクリティカによって窒息させられないように配慮されるべき」と主張している（ ibid., p.205）。  
13 「クリティカ」とデカルト主義との連関の解釈に関しては、『ヴィーコの懐疑』、特に 131-171 頁

も参照（上村忠男『ヴィーコの懐疑』みすず書房、1988 年）。  
14 G. Vico, De nostri temporis studiorum ratione, p.200. 
15 ヴィーコに対するガダマーの理解については、以下も参照。木前利秋『メタ構想力  ―ヴィー

コ・マルクス・アーレント』（未来社、2008 年）、特に第 1 部第 1 章、22-25 頁。ただし、そこで木

前は、ガダマーのヴィーコ理解を極論させると、ヴィーコを近代の革新を忌避して古代への郷愁

へと我々を誘う伝統回帰の思想家に仕立てかねないとして、警鐘を鳴らしている。しかし、筆者が

見る限り、ガダマーのヴィーコ理解の力点とは、そうした極論の内にではなく、むしろ保守と革新

の両者からともに距離を取るヴィーコの思索の態度を適切に評価し、そうした双方との距離の取

り方の内にヴィーコ自身の思索の地平そのものの形成を見た点にあると考えられる。  
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ガダマーはこのとき、ヴィーコが共通感覚の理念を普遍の問題と連関した認識論的な判

断をめぐるギリシャ的な問題圏においてではなく 16、それをあくまでローマ的・修辞学的

意味において保持していた点を最大限に重視し、こうした彼の態度を高く評価した。「ヴ

ィーコはむしろ、ギリシャ的教養に対して国家的および社会的生の自分たち独自の伝統の

価値と意義とを保持するローマの古典著作家たちが見ていたような、古代ローマ的な共通

感覚の理念に遡る」（GW1, 28）。こうした点において、ガダマーのヴィーコ理解は、当時

ヴィーコが直面していた学問の方法に関する憂慮、すなわち、自然（科）学に対する熱心

過ぎる研究発展の反面として、倫理学に対する研究の固有の意義が見逃されていくことを

指摘すると同時に、そうした状況において、将来国政に関わるべき青年の人間性（humanitas）

の形成には理論知だけでなく「賢慮」と「雄弁」、つまり実践知へのしかるべき配慮が彼に

とって重要であった点を指摘する点で、『学問の方法』におけるヴィーコの主張の力点を

的確に見抜いていたと言える。このようにしてガダマーは、共通感覚とトピカというロー

マ的修辞学における伝統的な言語観の独自の学的意義を古代と近代的思考の緊張関係の

内から汲み上げ、その有効性をヴィーコから受容しようとしていたのである。 

 さて、こうした修辞学的な言語観の受容は、他方で『学問の方法』のみならず、『新しい

学』におけるヴィーコの記述に対するガダマーの理解からも一貫して伺える。ヴィーコは

共通感覚の明確な規定を、『学問の方法』を経た後、実は彼の主著ともいえる『新しい学』

において明文化している。ヴィーコはそこで、共通感覚の定義を「ある階級全体、人々全

体、国家全体、あるいは人類全体によって共通に感覚されている、ある反省なき判断
．．．．．．

（un 

giudizio senz’alcuna riflessione）」17と述べているが、他方ガダマーはこれを「ある集団、人々、

国家および人種全体の共通性を示す具体的な一般性
．．．．．．．

（die konkrete Allgemeinheit）」と定義し

直している（GW1, 26［強調筆者］）。ガダマーのこうした定義は、一見ヴィーコのそれを

繰り返しただけのように思われるかもしれないが、やはりガダマーがここで「反省なき判

断」を「具体的な一般性」と読み替えている点は見逃せない 18。というのも、ここに共通

                                                        
16 ガダマーは、ヴィーコの共通感覚がローマ的・修辞学的伝統に由来することを主張すると同時に、

そのギリシャ的・アリストテレス的伝統との繋がりを、強調を付して否定している。「しかし、共

通感覚とはこうした意味において、ギリシャ的な概念ではなく、アリストテレスが『霊魂論』で語

っている共通の能力
．．．．．

（koinē dynamis）を決して意味していない、彼が個別的感覚
．．．．．

（aisthesis idia）の教

義を、あらゆる知覚を差異化として、またこの知覚を普遍的なものの志向として示す現象学的な

所見と一致させること、このことを求めているとするのであれば」（GW1, 28）。  
17 G. Vico, La Scienza Nuova(1725), Pavia: Bonomi Editore, 2000, p. 195（上村忠男訳『新しい学（1）、（2）、

（3）』法政大学出版局、2007, 2008, 2008） . なお、当該箇所の引用とガダマーの理解との対応関係

を明確にするため、強調は筆者によるものである。  
18 なおガダマーは一連のヴィーコに関する議論において、これまで見てきた通り『学問の方法』を

中心的に取り上げているが、実は『新しい学』の内容に関して、それに直接言及している箇所は見

当たらない。しかし、本文のガダマーの定義をみても一目瞭然のように、一連の記述において『新

しい学』を間接的に参照していることは明らかである。このことに関してヴェネレも一言言及し

ており、また両者の対応関係にも気付いている。Cf. D. P. Venere, Gadamer and Vico on Sensus Communis 

and the Tradition of  Humane Knowledge, in: THE PHILOSOPHY OF HANS-GEORG GADAMER, edited by 

Lewis Edwin Hahn, Illinois: Open Court Publishing Company, 1997, p.139. ちなみに、『新しい学』のドイ

ツ語訳の訳者であるアウエルバッハは該当箇所を「あらゆる反省なき判断（ein Urteil ohne alle 

Reflexion）」としており、ガダマーの特異性がやはり窺われる。Vgl. Die neue Wissenschaft über die 

gemeinschaftliche Natur der Völker , nach der Ausgabe von 1744 übersetzt von Erich Auerbach, Berlin: Walter de 
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感覚に対するガダマーの理解の強調点が置かれていると考えられるからである 19。ここで

もまたガダマーが注目しているのは、人間の諸々の「判断」がそこにおいて可能となる「具

体的な一般性」が浸透した共同体的な言語的次元の領野に他ならない。ヴィーコが自然科

学的なクリティカに対してトピカを配したこと、このことは何も近代科学的な知の方法論

の一切を否定すること、このことを意図してのものではない。むしろそこで意図されてい

たのは、真偽の判断に関わるクリティカが自らの効力を発揮するためには、それを可能と

するための一般性としての論拠の場が開かれていなければならないという点に他ならな

い。この点に我々は、諸経験の可能性が生起する地平として言語性を位置づけ、それを精

神諸科学の理解のための基盤としたガダマーの言語観と、言語を人間の伝統、および歴史

性を開示する本質的契機として見定めるヴィーコの言語観との共鳴を聞き取ることがで

きる。というのも、ヴィーコのもとにおいて共通感覚としての言語は、クリティカに対し

てそれを可能とする固有の意義をもつと同時に、それが「具体的一般性」としての判断の

地平である我々の歴史、および伝統の形成そのものを担ってきたという点で、そこにおい

て歴史的人間存在の理解が獲得される場そのものでもあるからである。このようにしてガ

ダマーは、ヴィーコの共通感覚の理念に今一度遡りつつ、ヴィーコと同じく歴史と言語に

基づく人文主義的思考の可能性を保持することで、我々の諸経験がそこにおいて可能とな

るところの基盤としての言語性を、修辞学的伝統においてもまた見出していたのである。 

 このように見るならば、ガダマーはヴィーコを近代科学の前進的な発展に対して、それ

を単に忌避しつつ、古代の知への一方的な回帰を求めた思想家として描いたのではない。

むしろ、ガダマーを通して見るヴィーコは、ガリレオらをはじめとする先人たちによる成

果と、また彼らが残した多大な影響を前にしつつも、それといわばキケロ的な人文主義の

伝統との緊張関係の狭間で、政治的教育への熱心な関心を持ちつつ、トピカにもまた固有
．．．．．．．．．

の意義を与えるべき
．．．．．．．．．

と主張する、いわば双方の理論的地平の〈調停者〉として描かれてい

ると言えよう。それは、ガダマーが『真理と方法』において問題とするのは、近代自然科

学に対抗する精神諸科学の方法論を作り上げることでなければ、近代自然科学にとっての

限界を確定することでもなく、「そうした自然科学に先行しており
．．．．．．

、むしろそれを可能に
．．．．．．．．．

                                                        
Gruyter & CO., 1966, S.26. また、英語版も適宜参照した。The New Science of  Giambattista Vico , Revised 

Translation of  the Third Edition(1744), Thomas Goddard Bergin and Max Harold Fisch, Ithaca: Cornell 

University Press, 1968, p.63(XII 142). ただし、こうした一連のガダマーによるヴィーコ解釈には問題

があったとの指摘もある。この点については、註 19 を参照のこと。  
19 ただし、こうしたガダマーのヴィーコ理解、および共通感覚の受容そのものには、例えばヴェネ

レも指摘するように、問題がない訳ではない。なお、ガダマーは当該の箇所において、『新しい学』

については一言も触れてないのだから、そうした批判は当たらないという意見もあるかもしれな

い。しかし、それでも管見の限りでいくらかの指摘を挙げれば、ヴェネレは、両者の定義に注目し

つつも、ヴィーコの「反省」概念に関するガダマーの理解に注目し、ヴィーコの「反省（riflessione）」

に関するガダマーの理解は、『新しい学』においてヴィーコが意図した共通感覚の正確な意味内容

をとらえていないとし、その問題点を指摘している。D. P. Venere, op. cit., pp.146-149. また、シェー

ファーも両者の共通感覚に対する思考の決定的な違いを、「口頭性（orality）の地位」に関する問題

の内に指摘している。Cf. J. D. Schaeffer, Sensus Communis: Vico, Rhetoric, and the Limits of  Relativism,  Durham 

and London: Duke University Press, 1990, p.110. またこの問題に関しては、拙稿「書記性と共通感覚  

―ガダマー解釈学における共通感覚の受容の独自性とその問題点」、立教比較文明学会編『境界

を越えて ―比較文明学の現在（16）』、2016 年、特に 39-41 頁も参照されたい。  
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しているものが何であるか
．．．．．．．．．．．．

を明らかにし、意識化する」（GW1, 2［強調筆者］）ことである

という、いわば哲学的解釈学に関するガダマーの所信表明とぴたりと符合する。したがっ

て、精神諸科学の固有の基礎づけを目論んだガダマーにとって修辞学の伝統とは、そこに

おいて歴史と言語に基づく人間理解のための視野が開かれる偉大な地平
．．

のひとつなので

ある。共通感覚を擁護したヴィーコが古来からの知をめぐる議論のひとつの接合地点であ

ったように、『真理と方法』におけるガダマーもまた、我々にとって修辞学の伝統とギリ

シャ哲学の伝統とが互いに交差する〈第二の接合地点〉なのである。  

 

 

III ハイデガーからの離反 ―人文主義と言語性  

 

 こうして見ると、ヴィーコの学問の方法に対する姿勢、そして共通感覚の言語理念が『真

理と方法』の内にも、脈々と息づいていることが認められよう。『真理と方法』におけるガ

ダマーの解釈学の企てをその根底において支えている言語観は、ハイデガーの存在論哲学

を介したギリシャ哲学の系譜だけでなく、ヴィーコをはじめとする修辞学の系譜もまた、

共にそれを支えているのである。しかし、そうしてガダマーにとってヴィーコがそうであ

ったように、2 つの知的源泉の〈第二の接合地点〉としてガダマーを理解しようとするこ

とは、我々にさらなる問いを投げかける。それは、彼のハイデガーとの関係性に他ならな

い。ガダマーが共通感覚をはじめとする人文主義的主導概念の復興を論じたのは、学問（知

識）から人間性を剥奪したカント以降の哲学の展開に抵抗するためであった。ガダマーが

見る限り、共通感覚という概念は、美的趣味判断の合理化のプログラムの内に限定される

べきではなく、我々はこの概念が本来備えていた豊かな道徳的‐政治的意味を、またそこ

において本来的な人間の理解が開かれる言語性を保持しなければならない。ところが、一

方でガダマーの近代科学に対する批判のモチーフは、そもそもハイデガー的であったはず

である。ハイデガーは近代科学における技術
．．

の支配を―ガダマーならそれを近代科学に

おける方法
．．

の支配と言うだろうが―存在ではなく存在者を思考する人間中心主義的な

形而上学、ないしは人文［人間］主義の負の遺産と見ていた。しかしながら、ガダマーは

彼の師とは似つかずも、そうした方法の支配をカントによって動機づけられた人文主義の

伝統の中断の結果として見ていた訳である。このことが示すのは、近代科学に対する同一

の批判的眼差しを共有しつつも、しかしその批判の由来は両者で異なっているという点で

ある。ガダマーが第 1 部で企てた芸術論の内に、人文主義の擁護の文脈が含まれているこ

とを、我々はいかに理解するべきであろうか。こうした問題を、人文主義をめぐる両者の

言説を踏まえた上で、今一度考えておく必要がある。  

 周知のように、ハイデガーは『存在と時間』以降、そこでの基礎存在論を踏まえつつ、

『ヒューマニズムについての書簡』において、「人間性（Humanität）」、「人間の人間らしさ

（Menschlichkeit des Menschen）」、および「人文主義（Humanismus）」について、自らの立場

を表明した。そこでハイデガーは、ローマ的人間観の復興であるルネッサンス人文主義が、

極めて形而上学的であった点を批判している。「存在するものの解釈を存在の真理への問
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いなしに前提する、人間の本質のいずれのヒューマニズムによる規定も、それを知ってい

ようがいまいが、形而上学的である」（GA9, 321）。こうしたヒューマニズムは、古代ロー

マにおける「野蛮な人間（homo barbarus）」と区別される「人間らしい人間（homo humanus）」、

ないしは「理性的動物（animal rationale）」という対概念における理解を前提としており（GA9, 

320）、その限りで「人間の本質をいっそう原初的に経験すること」は阻まれ（GA9, 345）、

人間の人間性を存在との連関の内で思索する道は放棄されねばならないことを意味する。

そこで、ハイデガーは人間の人間性を、「そこにおいて人間の本質がその規定の由来を守

るところのもの」である「脱‐存（Ek-sistenz）」の内に求め（GA9, 323f）、現存在を新たな

理論的地平のもと問い直した。そうして我々は、ヒューマニズムを越えて
．．．

（über）いかなけ

ればならない。また、ヒューマニズムがより原初的な人間の本質の理解を形而上学的に歪

曲し、ギリシャにおける存在理解への本来の接近の道を遮断するという事態は、プラトニ

ズムと人間中心主義的な技術支配の問題系とリニアな関係にもあった20。「ヒューマニズム

書簡」と合同で出版された「プラトンの真理論」において、ヒューマニズムはプラトニズ

ムに基づく思考形態の一種の変種として理解される。「存在をイデアとする解釈以来、存

在するものの存在への思索は形而上学的である」（GA9, 235f）。プラトニズムは、いわば存

在の剥き出しの証拠を消し去り、それを「イデア」の絶対的先行性に取って代えてしまう

という、「存在忘却（Seinsvergessenheit）」を引き起こす。こうして「形而上学のはじまりは、

同時に〈ヒューマニズム〉のはじまり」でもあった（GA9, 236）。そして最終的にハイデガ

ーは、形而上学的思考、プラトニズム、そして人文主義もまた、非隠蔽性、すなわち真理

を未だなお決して十分には問いただしていないが故に、その本質を救い出すことはできな

いと、厳しく指弾するのである（GA9, 238）。  

 このように見ると、ヒューマニズム、プラトニズム的形而上学、そしてそれに基づく主

観主義は、互いにからみあった全体としてハイデガーの思索を形成しつつも、我々はそこ

から、存在論的観点に基づくハイデガーの人文［人間］主義への抵抗、およびその「克服
．．

」

を見て取る。そして、このときハイデガーにとって人文主義を克服することは、同時に形

而上学とプラトニズムとを克服することに等しかった。しかしながら、他方で再びガダマ

ーに目を移せば、『真理と方法』においてはそうしたいかなるモチーフも見出され得ない。

ガダマーにとって主観主義の克服は、ハイデガーと異なり、それが同時に人文主義の克服

とはならない。なぜならば、これまで見てきた通り、その克服は同時に人文主義の擁護、

さらにはその復興を意味するからである。したがって、ハイデガーが人文主義に抵抗とそ

の本質的克服を示したのであれば、ハイデガーにおいてはそうであった主観主義と人文主

義の同一視にむしろ抵抗
．．

を示し21、修辞学に基づく人文主義の伝統を独自のものとして保

持することによるハイデガーへの克服
．．

を示したのが、ガダマーであったと言えよう。  

                                                        
20 この点に関して、グロンダンは人文主義をめぐる批判のひとつの高まりを、「ヒューマニズム書

簡」と合同出版された「プラトンの真理論」におき、プラトニズムと技術の本質との連関を論じて

いる。Cf. J. Grondin, Sources of  Hermeneutics, pp.113-4. また両者の出版の経緯については、村井則夫『人

文学の可能性 ―言語・歴史・形象』（知泉書館、2016 年）において、そこにおけるグラッシの介

入を含めた言及がある（103 頁参照。また註 52、156 頁も参照）。  
21 J. Grondin, Sources of  Hermeneutics , p.123. 
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ところが他方で、人文主義の克服という点でハイデガーの思索の内から人文主義、およ

び修辞学の伝統の放棄を示唆するのは、問題もあろう。というのも、『存在と時間』、およ

びそれ以前のハイデガーの思索には、既にして修辞学を存在論の内へと移行させる思索の

痕跡が、事実確認されるからである 22。『弁論術［修辞学］』の読解を含んだ『アリストテ

レス哲学の根本概念』においてハイデガーは、『存在と時間』における「語り（Rede）」の

時間性の雛形を既に提示するとともに、共同体的・社会的な弁論の場を主題をとする修辞

学が現存在の本来的な自己理解の契機を保持することを認めている。また、それを経てハ

イデガーは、『存在と時間』において修辞学的な意味理解の問題を、実存の遂行論として

の解釈学の内に統合した、すなわち「根源的な世界関係そのものの内に働く言語的・ロゴ

ス的機能」、つまりは「根源的言語性」を修辞学の内から現象学的にハイデガーは取り出

し、それを「として」構造として捉えることによって、解釈学的現象学へと結実させたと

いう指摘もある23。 

ただし、そうしたハイデガーの試みにおいて、修辞学的な意味理解が有していた言語の

豊かな問題圏（Problematik）があますことなく汲み尽されていたかは疑問の余地もあろう

24。また、仮にハイデガーの試みにおいて、修辞学的な言語の問題群がアリストテレスの

現象学的解釈、および『存在と時間』における思索を経て、解釈学的現象学の内へと統合

させられていたとしても、ガダマーはそうしたハイデガーの歩みに従うことはなかったと

言える。なぜならば、ハイデガーが修辞学を現象学的手法をもって解釈学の内へと取り込

んだのであれば、ガダマーはヴィーコのもとに見られる修辞学的理念を、あくまでローマ

的なものとして保持し際立たせることで、精神諸科学の固有の基礎づけのための第二の地

平として、自らの解釈学の企ての内に位置づけているからである。  

 

 

おわりに 

 

 さて、我々はガダマーの哲学的解釈学における芸術論の体系的位置づけから出発し、そ

こにおいてハイデガー哲学に基づく存在論的な言語性がガダマーに独自の解釈学の歩み

                                                        
22 こうした点におけるハイデガー解釈に関しては、村井則夫『解体と遡行  ―ハイデガーと形而

上学の歴史』（知泉書館、2014 年）参照。  
23 前掲書、特に 318-20 頁参照。  
24 例えば、グラッシもまた、ハイデガーの存在論的思考に従いながらも、ローマおよびルネッサン

ス人文主義に対するハイデガーの不当な評価に反対を表明し、また至るところで人文主義の再評

価を提起している。Cf. E. Grassi, Vico as Epochal Thinker, in: Vico and Humanism. Essays on Vico, Heidegger, 

and Rhetoric, New York: Peter Lang Publishing, 1990; id., The Priority of  Common Sense and Imagination: 
Vico’s Philosophical Relevance Today, in: VICO AND CONTEMPORARY THOUGHT , eds. Giorgio 
Tagliacozzo, Michael Mooney, and Donald Phillip Venere, Atlantic Highlands, N.J.: Humanities Press, 1979, 
pp.163-190; id., Marxism, Humanism, and the Problem of  Imagination in Vico ’s Works, in: Giambattista Vico’s 
Science of  Humanity, eds. Giorgio Tagliacozzo and Donald Phillip Venere, Baltimore and London: The Johns 

Hopkins University Press, 1976, pp.275-294. 彼のヴィーコに対する注目や評価などを踏まえると、ガ

ダマーが見せた人文主義に対する姿勢と共鳴する点が多々見受けられる。ただし、そうした試み

においてグラッシが抱えていた問題に関しては、以下を参照されたい。村井則夫『人文学の可能性  

―言語・歴史・形象』、特に 105-6 頁。  
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を切り開いたことを確認し、次いでそうしたガダマーのハイデガー受容の反面、彼の思想

の内には存在論哲学だけでなく、人文主義に基づく修辞学的言語観において捉えられる言

語性が、彼の解釈学の企てにおいて重要な役割を担うことを見届けた。そうしたガダマー

の試みは、ときに人文主義の擁護と復興という点においてハイデガーと距離を取りつつも、

ガダマーが異なる 2 つの知の伝統の交差地点に立ち、自らの思想的視野を保持する思想家

であることを我々に示してくれた。またこのとき、そうしたガダマーの姿を理解する鍵は、

彼の思索に内在する言語性の両義性の内にあった。  

おそらく、言語性というギリシャ的かつ存在論的理念の内に、いかに人間と言語そのも

のの歴史性と現実性とを汲み取ることができるか、こうした問題意識がガダマーの視線の

先を修辞学的な言語性へと向けさせ、その伝統を捨て去ることなく、ガダマーにその位置

づけを『真理と方法』の第 1 部の芸術論の内に与えさせた理由のひとつであろう。ただし、

惜しむらくは、そうした言語性が有す存在論的なメタ次元と、修辞学的な言語性が有す具

体的かつ経験的な次元との接続を、ガダマーが十分に議論しなかった点である。これまで

見てきたように、ガダマーが捉える言語性の内には修辞学的なモチーフが共鳴しているの

を我々は確かに聞き取ることができるものの、例えば、シェーファーが指摘するような言

語の口頭性の地位に関する両者の相違の問題などは 25、ガダマーの言語をめぐるいわばこ

うしたアンビヴァレントな取扱いに、結局のところ起因していると考えざるを得ない。し

かしそれでも、哲学的解釈学の伝統の内には回収され得ないかのように見える、修辞学的

な言語活動の場において開示される伝統の契機を、ガダマーは存在論的な言語性に基づく

伝統の内に見ていたことは事実である。またそれと同時に、こうした伝統の開示をめぐる

双方の理論的地平の融合という課題が、『真理と方法』の内にひそかに内在するが、しか

し極めて重大な課題であったこと、このことがこれまでの一連の議論を通じて示されたと

言えよう。というのも、こうした課題が仮に認められるのであるとすれば、いかにして精

神諸科学の独自の理解
．．

の理論モデルは打ち立てられるかという根本問題に、こうした融合

の成否そのものが大きく関与していたということでもあるからである。  

 さて、ガダマーの芸術論に端を発し、彼の言語性の議論を経たことで、冒頭に掲げた問

いにいくらかの答えを与えることもできるであろう。存在論的な言語性に立脚する以上、

確かにガダマーはどこまでも
．．．．．

ハイデガー主義者である。だが、自らの言語論の内に、存在

論に吸収され得ない、修辞学的な言語観をありのままに保持する時点において
．．．．．．

、彼はハイ

デガー主義者をやめている
．．．．．

。無論、解釈学的な意味経験の基盤が存在論哲学の枠組みに従

うと同時に、またヘーゲル的な理解の弁証法モデルをも保持する以上、人文主義思想はそ

                                                        
25 Cf. J. D. Schaeffer, op. cit., pp.117-126. シェーファーはガダマーの思索におけるギリシャの哲学的伝

統およびその弁証法的方法と、修辞学的な伝統およびその理解の理論の結合という試みは、詰ま

るところ修辞学の固有の伝統に対する「暴力」でしかなく、「ガダマーによる［修辞学の］解釈学

への導入は、修辞学的、口頭的に基礎づけられた真理と、哲学的、文学的に基礎づけられた真理の

衝突である」と厳しく指弾している。また「そうして、ガダマーは彼の解釈学の理論から生じる社

会的行為の類に対していかなる備えももっていない」として、こうした彼の言語理解がフランク

フルト学派、とりわけハーバーマスとのイデオロギー批判をめぐる論争にまで発展したと指摘し

ている。こうした周知の問題領域を共通感覚に遡り、それを軸に明らかにした点はシェーファー

の考察の最大の強調点であり、極めて重要な論点であることをここに付け加えておく。  
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の補助的な位置付けに過ぎないのではないか、という意見もあるかもしれない。しかし、

筆者が見る限り、それは誤りである。そうした眼差しの内だけにガダマーを捉えることは、

『真理と方法』における彼の姿をひどく一面的に限定し、かつ歪曲している。我々がこれ

まで見てきたのは、ハイデガーとの離反点を人文主義および言語めぐる両者の言説の内に

見出しながらも、あくまで両者の伝統をそこにおいて自らの思索が開始される地平として

独自に保持せんとするガダマーの姿であった。ガダマーの解釈学思想における存在論哲学

と人文主義の共存、さらに言えばギリシャ哲学とローマ修辞学の共存、こうした関係性が

まずはガダマーの解釈学の企てにおいて本質的かつ必然的な事態であることを認め、そこ

に潜在していた問題を直視しつつも、そこから人文主義的な言語性の契機を救い出すこと

で、はじめてガダマーの芸術哲学の固有の意義と『真理と方法』におけるガダマーの思索

全体との有機的連関が見えてくるのである。  
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Der allgemeine Aspekt der hermeneutischen Erfahrung 
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彫刻家の見たいもの 

―命のかたち・かたちの輝き（aura1）・かたちを 抛
なげうつ

― 

 

新関 八紘（東海大学） 

 

 

１ はじめに 

 

作品を前にして「自分の造形活動について、考えを、意図を、内容を、言葉
．．

で語れ」と、

彫刻家は問われる。そこで、語り始めれば……「語る気になるﾝじゃなかった」という反省

とともに語ることに違和を覚えることとなる。その違和感は何故なのだろう？  

私が眼による表象を言葉で考えることの特別な訓練はさほど受けていないからであろ

うか？ 造形の本筋は言語を絶する所にあるといってしまえばそれまでだが……。  

事柄・対象の感受に際して「この生きている瞬間」の「考える」とは一体どのようにな

っているのだろうか？ 「考える」という活動を（が）“かたち”にする（なる）とは、ど

のようなことなのだろうか？  

                     

（ロダン『考える人』ロダン美術館）       （『弥勒菩薩半跏思惟像』広隆寺） 

 

 

２ 言語による表象 

 

私たちが何かを考えるのは主に言葉によっている……言語には像を伴うものとそうで

ないものが考えられる。「言語による思索」と「造形する時の思考」はどのように違うのだ

ろう？ 造形の視覚感動は、言葉の支えがなくとも始まるが。対象を前にして何かを言お

うとするなら、まず決められた言葉が必要だろう。記憶や想像などからの言語の像につい

ても同様である。この時、既に言葉という置き換えの道具があり、制度化された操作で説

明されなければならない。そうでなければ言葉にはならない音が発せられるだけではない

か。単なる音声でも繰り返し体験されれば言葉になる。つまり、言語は経験の蓄積によっ
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て生まれるという生成の歴史を抱えている。経験した歴史を持つ二次的言葉の像と、初回

の体験である視覚の像とでは新鮮さが違うように思われる。 

≪造形≫の視覚感受による表象は、考えるという生の営みと同時・同所で起る。  

対象との出会いによる≪造形行為≫の瞬間と生の同時・同所な像・感動は言語の経験済

みの像・感動と一致するとは限らない。  

視覚感動、この生の一回限りの瞬間を、変な言い方になるが、“一回＝生”と言ってみよ

う。一回＝生=考えは瞬間として何がどのように、どこから、おきる（到来する）のかは

よくわからない。生まれる彫刻のかたちの、選択・定着、興る感情の変移についても予測

や統御の埒外である。2 「見えたもの」の初発の生
なま

の“一回＝生
せい

”の感動・像は衝動的と

もいえる奔放さが特徴であり、追体験的である言語の感動・二次像とはかなり異質である。

言語による像は意味の作用がはたらき、強固な制度的体系を持ち既得的であるから私には

自由な感じがしない。言語は造形する時には厄介な代物ではある。しかし人間のあり方の

根元でそれ自体の機能に支えられて『考え』の中心に欠くべからざるものとしてある。人

は考えないわけにはいかない。  

問題は言語による表象である。  

私たち日本人は漢字という象形文字を使うので気付く筈だが自由が削がれていると感

ずるのは私だけであろうか？ 私には造形をする“この生”とイコールの同時・同所の活

動の内で、視覚感受による結像は一回＝生の視覚創作実現としてあるから、その直截さに

於いて視覚に軍配は傾くのだが……では言語のような既存性を視覚像は負っていないの

かといわれれば、かなり怪しい。視覚像の生成に於いても、情報の与えられかたによって

見えてしまうものの質的変化は免れない。明治以降の脱亜入欧を狙った教育は、私のよう

な昭和世代人の記憶でも、西洋の美術の受容と基礎訓練に終始していた。体系的に輸入さ

れた技術教育で色づけされている。  

私が造形に足を踏み入れた当初の制作のあらましを述べれば、  

〇写実 「見えたもの」＝現実（？）に近い描写再現（？）が「上手い彫刻」と思ってい

る素朴リアリズム。先達を「見て、真似て盗む」という職人芸風のソックリ主義。  

視点の違う意味内容や他人の感じたものをなぜ真似ようと考えたのだろう？  

立体物は形態の「型」抜きをすれば寸分違わない「型形態」が派生する……。まさに写

＝真＝実のような考えに基づいた像である。そうした事情もあって言語の解釈がまとわり

ついているのを、深い感得によって「見えたもの」とすら思っており、抵抗は感じていな

い。彫刻のアクチュアリティは文学的趣味に支えられたレトリックによってではなく、若

い作者の一回＝生への信憑、衝動などのエネルギー量による存在感の強さからくるもので

あることには気付かなかった。  

〇具象 一般に普及しているソックリ主義は、“実”や“美”が対象の側にあると信じてい

た。「型形態」と「彫刻フォルム」の違いの説明に翻弄されることを避けるためにも「意

味」を強調する具象彫刻と言われる描写手法で二次説明的・心情的、かたちを獲得したか

った。この制作傾向は私だけではなく、近代彫刻の大多数の作家が「写実」と「具象」を

制作の目安としてきた二大潮流だと言っても過言ではない。  
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それでも、視覚の直接＝生への信憑の根拠はどこから来るのであろうか？……  

 

 

３ 造ることは生きること 

 

造形する契機は、A 意味による場合（表現主義的に）も、B 感受による場合（写実主義

的に）もあり、C 意味からも感受のみからも離れて始まる場合も考えられる。  

 

A 意味から始まる場合（表現主義的に）   

明治以降の、内面の表出を側におく造形観は、西欧風の“神の視点”で人の生涯を俯瞰

するような人間中心主義である。悪くはないのだが、意味が生まれる言葉の秩序までを辿

るような探索が必要であり、“かたち”は説明の必要から、表象や心理を再現すると言う

文学表現主義的性格を帯びる。おまけに 19 世紀後半辺りからの心理主義的人間理解の表

現主義にも強い影響を受けているからなおさらである。  

『表現』は私には疑問である。なぜ『表現』をしなければならないのかは解らない。  

他者との交流、互いの内面の理解し合いのツ―ルの延長上にあるのが『表現』だからと

いうことらしい。  

                

（ロダン『洗礼者ヨハネ』ロダン美術館）   （モデル・イタリア人農夫ピニヤテッリ） 

 

〇何者か 『表現すべき……私は』、既に有るのか？ ……何処に有るのか？……  

私が彫刻をすることの本意は、得体の知れない、不気味な、「他者」に向けて何かを発信

することではない。他者に自分の内面を解ってもらうなどという、どうでも良い願望もな

い。勝手で申し訳ないが、私には先に見たいものがある。己のあり方と“かたち”である。

『今、ここ』の……その都度の「私」は何者なのか。高齢にはなっているが、未だ確信に

は至っていない……興味や問が沸々と湧いてくる。彫刻することは「生」そのものであり、

表さなければ「像」はなく「考え」はない、強くいえば『自分』もない。造るのは生まれ

くる「像」を、「考え」を獲得したいのであり、かたちで『自分』は、何者か？ を見よう

とするのである。2 「もやもや」と既に何者かであるのを保証されているのではなく､有り
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続けることと、何かをすること、とが同時・同所で営まれている。  

「命の先端」としての彫刻が同時・同所の自分である。  

〇表現か？ 『自分』を見る行為が彫刻だが、造ることに拘り続けるのだから他所から見

れば何かを『表現』しているように見えてもおかしくない。 

先ほど述べた通り≪今、ここ≫の“命のかたち”は確かめられてはいない。  

「今」は……「何者か」だと、決まっていなかったのではなかったか？2 ……そして、

こちらには他所のことは解らない。感受することで得た像を創るのは、表現として他者に

理解を求めるためだけだろうか？……生きている先端の私は本来ここに無い、私になりつ

つある、死に至るまで更新中である。仮の「私の物語」 2 を誰に伝えようというのだろう

……？ 仮の表象の説明に夢中にはなれるが、終わると何か虚しい。既知を組み合わせて

構成したに過ぎないような気がするからである。造られるもののデジャ・ヴュ（déjà vu）

な感じの枠組みは気持ちが悪い、何かを生んだという悦びが薄いのである。  

昨今のように『表現』ばかりが強調されるとグロテスクな自己顕示が突出し、時に、他

所好みの機嫌伺いのようにもなる。その都度の共生は平和のためには必要でもあろう。人

は皆似たようなものかもしれないが、……“共”に考える？ “共”に感じる？ 他所と

こちらの生は徹底的に重ならない。違うのである、違って自然である。つまるところ、『表

現』が目的の彫刻は、彫刻でなくともよい物語を彫刻にするナンセンスな作業と言える。 

 

B 感受に基づく（写実主義的に）場合  

感受からのみの結像は彼岸の対象が主役になることである。対象が含み持つと思われる

“実”（？）が前提であり、そこに潜む実の探索が狙いである。写実主義というものであろ

うか？ ここでは、感受対象への圧倒的“実”感……への確信（仕掛け=制度）を疑うこ

とは出来ない。疑えば制作の意欲は消えるからである。結局、像の探索の仕掛けが既に制

度的“有る”ものの解釈であり、説明であり、演出された代用品の追従である。これも主

導権を握られているようで気にくわない。生
なま

の生
せい

には到達しないで終わるという不満感が

残る。 

             

（ロダン『地獄の門』）      （同テラコッタ試作）     （同『バルザック』）  

 

C「意味」からも「感受のみ」からも離れて生まれる場合  

私の現在の制作は、C の契機を専らとしている。  
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〇造形（＝生） 次表に示す（オ）造形の要素［道標］のみを精・鍛錬する必要があると

思っている。それ以外が多用される個別の造形＝生は、焦点の定まらぬ、散漫な、鮮度の

ないかたちとなる。人の生の実際は考えの純度を保つのは極端に難しい、個別の生は気紛

れなものである……。よって、造形＝生（命）、のブレを避けるために、原理や主題は極力

シンプル、ミニマルなものが良い。実存は非合理である、想を練り作る営みには、要素の

恣意性、不覚性、変移が紛れ込むのはどうしても否めない。揺らぎや躊躇、変節は常であ

ることを忘れてはいけない、命には不確物がつきものである。だが、それをマイナスの要

因とばかり解することはない。  

〇自由 恣意的、非意図的な現れの内には、この生の瞬間（＝はずみ、衝動、命のかたち）

として、積極的に評価しても良いような、新たな“自由”なかたちが現れる場合もある。

かたちの誕生＝発現として捉え、 抛
なげうつ

って置く。『天に向かって 抛
なげうつ

』（千利休『遺偈』）3の

は、その事柄がどうなるか予測のつかない、人知の切っ先を楽しむことである。人の判断

を超え破ってしまうことも厭わないような“かたち”が生まれでた時の覚悟を指す。かた
．．

ち
．
を解き放つための『場』さえ不問である。  

 

 

４ 造形の要素 

 

彫刻するという造形の場所を説明すれば、下表の（ア）～（エ）までは彫刻が生の営み

として展開される「場」である。（オ）の造形の要素［道標］は彫刻する生の「展開・推移・

生成・形成・変移」の目安である。（カ）表れの要素は生まれるかたちが「他者からの解釈

領域」に近い。「見えてしまう」とでも言えるだろう。細部の要素の内容はランダムに示し

ただけである。  

 （オ） 造形の要素［道標］  （カ）表れの要素（非意図的情趣） 

（ア） 

素 材 の 場

所 

 

時空 生れでる以前の何か､何処か 2 

天地、到来、自発、投企  

生成 命（zoe）偶然＝生、aura1､変移  

有限 独、自、不換、一回＝生、単一  

対象（他者） 間 気合 抛 3 

交感 互換＝生、一如、集中、没入  

作者 五蘊
ご う ん

＝色
しき

、受、想、行、識4 

質感 

色調 

大きさ 

重量 

風合 

自由 

（イ） 

造 形 の 場

所 

 

量塊 面、かたち、重さ、大きさ、立ち  

フォルム 方向、量・面・前後・左右、

軸、上下、芯、正逆、相対、

空間 

動勢 捻、飛、躍、蹲、落、反、転、順、

逆、静、揺らぎ、進、流、展、傾、

大地性・空間感・時間感  

無常（瞬、有限、孤独、死、偶然）

感 

臨場感（アクチュアリティ）  

苦・快（五蘊＝色、受、想、行、識

4）感 
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昇、降、縮、緊張、弛緩、矯め、

転倒、軸、芯、時 

結像 立ち（pas5）・順・逆・破  

結構・配置 位置、定・倒置、広がり、

空間、抛  

心地感 

関心 

（ウ） 

生 命 の 場

所 

 

快（⇆ 苦） 

生成 偶然＝生（zoe）、独自、アウラ  

身体 活力、快＝生、熱量、独、露  

感覚 視覚＝生（bios）、触覚＝生、味覚、 

聴覚、閃き、直観、生気、露  

感動 美、満足、歓、麗、艶、味、驚  

衝動 躍動、精気､調子、性、弾み  

情調 活、無常、鬱、愛、悲、苦、歓喜  

微、緻、密、生、病、老、死、悲、

怨、静、寂、噪、温、泠、鋭、鈍、

迅、遅、辛、望、忍、優、破、緊、

哀、性、愛、美、絶、雅、鬱、滅、

愉、満、苦、怒、懐、艶、妬、媚、

弾み、衝、噪、悩、敗、粋、奔、明、

憂、硬、軟、清、快、斷、あはれ、

滑稽、惑、可笑、虚脱、機嫌、解放、

孤独、呪詛、抑圧、別離、欲望、驚

き、その他 

（エ）  

美 審 究 の

場所 

生動 霊、聖、根源、到来、無常  

生死 空、緊張、無、弛緩、滅  

時間性 始、盛、推移、流、破、急、終  

純粋性 混じり気のなさ、単一、美  

不思議 神秘 未知 絶 偶然 

単一、輝き、精力、充実、清朗、持続、

麗、安堵、慈悲（愛）、端正、快適、悲

壮、永遠、荘厳、自由、揺らぎ、侘び、

さび、数寄、神聖、大きさ、崇高、無常、

新鮮、その他  

 

 

５ 造形の展開・推移（上表に基づいて）  

 

〇素材の場所  立ち（pas・パ？5） 素材を置く（立たせる）。  

現在はカーヴィング（木彫）をする。理由は、素材が生きている（？）ことと、一回＝

生を保つために型複製を拒否したい。大まかなかたちが素材に入る見当をつける。  

素材の大きさを活かす努力は制作の場を自由にする問題であり、素材自体の持つかたち

は「生まれでる以前の何か、何処か」1 を孕んでいる。  

〇結構 作業は彫り捨てることのみ、あり方、立ち方（結構）、は呼吸と同じように不断に

検討されなければならない  

〇生成 彫った結果としてのかたちは、次のあらたなかたち展開への素材である。既知と

は違うエネルギー・命（zoe）のアウラ 1 を放つかたち
．．．

に出会えればうれしい。  

〇造形の場所 構想・計画は出来るだけ緻密に綿密に張り渉された活動・局面の展開を第

一義に練られていたほうが良い。動勢は像と次の像との相互の瞬間に起るズレでもある。

生きている証拠？  

〇生命の場所 個別を超えた生命を考える。制作に向かう“この時空”条件（例えば時代、
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風土、季節、体調、情調など）一回＝生の営まれる制作葛藤、試行をも素材として、たち

あがってくるかたちの「生成」を待つ。与えられている存在的・身体的与件、感覚、能力、

エネルギー、境遇、性格、才能、めぐり合わせ的タイミング、も素材である。  

造形の要素によって生まれでるかたちは、「かたち」の誕生＝発現として捉え、抵抗せ

ずに 抛
なげうつ

っておく。  

〇“かたち①”に出会う 「意図するかたち」と「恣意的、無意識なかたち」との間には、

必ず同じ熱量で互いの反対側の、かたちが潜んでおり、説明のつかない未知の展開をして

来るものである（配置・結構）。注意しておくべきことである。  

〇“かたち②”に出会う 今見た、感動に衝き動かされて現れ出てしまう情趣による非意

図的なかたち
．．．

の変移（結像）。動勢のような瞬間の連動にも注意する……  

                        

（ロダン『青銅時代』ロダン美術館）  （モデル・ベルギー人工兵オーギュスト・ネイ）  

 

〇“かたち①②” さらなる制作過程の思考、快への欲望、実存的あり方の「総体」（仏教

で言われる五蘊 4 ……、作者の業
ごう

である。苦の因
もと

らしい、弱さでもあろう。困ったもので

あるのだが、また裏腹に快のもとでもあり、美のもとでもあるので素材となる。）によっ

て変化するかたちの探索を重ねる。  

現れる新たな命の、輝き（アウラ）が伴っているであろうものを成り行きに従って取捨

選択しかたち
．．．

を残す。  

〇（エ）美の審究 大切な判断の基準である。基本的に心地良くないといけない。  

不快なことはしない。美くしなければならない。内容に悲や苦、劣情がおこっても最後

は美に向わなければつまらない。生きる悦びなのかもしれない。  

〇“かたち③”（生命の）に出会う 納得がいくか、気力が途絶えれば、終わる。  

熱量の問題である。これが彫刻と考える。……私の見たいものである。  

                              

（ミケランジェロ『ピエタ＝ロンダニーニ』     （同彫り棄てられた基督の顔）  

ミラノ・スフォルツア城）           
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〇（カ）表れの要素・非意図的情趣 生き方の類型的認識を指しており文学的・仏教的な

認識 4 の説明と重なる。これを主題に仕事を始めることはない。意図に仕組まない理由は、

生に派生する情趣を意図して露呈するのは嫌味が走り、美しくないからである。だが、生

まれるかたちのうちに時おりアウラを放って見えるかたちであれば、新たなかたち③の発

見でもあるように思う。  

 

 

６ 終わりに 

 

 この度は「彫刻について」の考えを述べる機会を頂いた、感謝の念に堪えない。  

私は本フォーラムの中心的課題には全くの門外漢であるのだが、御好意に甘えて自由勝

手に彫刻をする理由と造る推移について考えを述べさせていただいた。  

本大会のテーマは「芸術の由来と思索の使命」という、大変大きな問いである。  

大き過ぎて殆ど担えない。担えないが……前半の「芸術の由来」については、死ぬまで

彫刻を続けることで「芸術をしたことになるのかな？」などと考えながら、その都度の自

分の造る根拠を示すことでご容赦を願いたい。  

後半の「思索の使命」についてはお手上げである。  

荷が重すぎるとのご配慮であろう。司会の関口浩先生から、「ハイデガーは芸術の時代

は終わってしまったという『芸術の終焉』を言うが、そうした時代にあってあなたはどん

な対処をされますか」という補足質問を示された。  

人は、芸術に限らずあらゆるものに終わりが有るのは知っているだろう。  

多分、人はどんな場合でも考え続けることになる。そして何かを造ることは止めること

がないのだろう。それが、哲学でなく、芸術ではなくなる、のかも知れないが……  

今は、芸術をし続ける者は芸術の内で考える……昨今の他所を見れば、時々全く違った

枠組みのコマーシャリズムの活動を勘違いか、思慮不足かで、「芸術」とか、「彫刻」とか、

称しているのが見えてしまうのが癇に障るが……  

他所の枠組のあり方を云々するというのは、こちらの「……彫刻とは何か」を問われて

いるということでもある。  

もう高齢故、他所のあり方に言及する余裕は残されているとは思えないが、もちろん造

り続けるのだから、「彫刻とは何か」という問いを問い続けるのは営みの最重要な課題で

はある。造ることの新たな展開が有れば、場合によっては、枠と思っているものを踏み超

えて未知の次元に分け入ることになるのは、当然であろう。  

枠組みから外れる覚悟をも持ち合わせなければならない。造ることとは時には破壊を伴

うものでもあるのだから……  

時代の動向はどうあれ、人は考え続けるし､創り続けるのではないか？  

「芸術は終焉するのか」の問いも、彫刻の活動を選んだのだから、果たしてどうなるの

か造って“見る”しか致し方がない。「只管、打坐」に倣い“只管、打彫刻”である。  

最後にもう一度、本ハイデガー・フォーラムの「思索」への誘いには多大な感謝を……  



彫刻家の見たいもの（新関八紘） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.11 2017 
 

41 

 

楽しませていただいた。  

そしてお集まりのメンバーの方々の哲学への真摯な熱意と緊迫には深い敬意と共感を

禁じ得ない。将来への大いなる展開と、思索の果実の結実を祈念して止まない。  

 

（以上） 

 

註 

 
1 aura（アウラ）  

私が見る、かたちの中には輝きを放って見える特別なものがある。  

それは早春の萌え出る若葉や若者の運動等に代表されるような「生命の躍動」とともに現れるか

たちである。その輝きは、どのようなことによって特別なのかはよくわからないが大切な創作の

契機ではある。  

 
2 ポール・ゴーギャン（ボストン美術館）  

『われわれは何処から来きたのか われわれは何者か われわれは何処へ行くのか』  

 
 
3 千利休 遺偈 『人生七十 力囲希 咄  

         我這ノ宝剣 祖仏共殺ス 

         提グル 我 得具足ノ一太刀  

今 此時ゾ 天ニ抛』  

 

4 五蘊
ご う ん

（「般若心経」 「蘊」は梵語 skandha 集合体の意）現象界の存在の五種の原理。色・受・想

行・識の総称で、物質と精神との諸要素を収める。色蘊は物質及び肉体、受蘊は感受作用、想蘊は

表象、概念などの作用、行蘊は意志・記憶など、識蘊は認識、判断作用・または認識の主体的な心。

また宇宙全体の構成要素ともされ、絶えず生滅変化するものなので、常住不変の実体はないとする

仏教の根本教説。（広辞苑第 5 版）  

 
5 pas パ 立つこと、静止ではなく動作である。ここではバレエ用語を借りた。  

 
 
 
 
 
 

            Yatsuhiro NIIZEKI 

Die Sehenswürdigkeit für den Bildhauer 
― Form des Lebens, “aura”  der Form, die hingebende Form 
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„Ein Bauwerk, ein griechischer Tempel, bildet nichts ab.“ 
― Überlegungen zur Architektur im Anschluss an Heidegger ― 

 

Günter Figal (Universität Freiburg)  
 
 

1. 

Die sachliche Bedeutung von Heideggers Text über den Ursprung des Kunstwerkes mag 

nicht zuletzt an der Abkehr von einem primär mimetischen Verständnis der Kunst 

festzumachen sein. Wenn die Kunst als solche nicht wesentlich ‚abbildend‘ ist und noch nicht 

einmal wesentlich ‚darstellend‘, indem sie etwas von ihr Verschiedenem zur Erscheinung 

verhilft, können auch Werke in ihrem Kunstcharakter verstanden werden, die nichts von 

ihnen Verschiedenes präsentieren – Werke der keramischen Kunst zum Beispiel und nicht 

weniger solche der Architektur. Eine Teeschale oder eine Vase sind keine Darstellungen von 

etwas, sondern einfach nur sie selbst, und mit einem Bauwerk ist es ebenso. Es ist so, wie 

man bei Heidegger lesen kann; ein Bauwerk „bildet nichts ab“.1 Zwar mag ein Bauwerk 

etwas zeigen – den Repräsentationsanspruch seines Erbauers zum Beispiel, aber nicht 

deshalb ist es ein Bauwerk und schon gar nicht ein Werk der Kunst. Ein Bauwerk, das etwas 

abbildet, so bekräftigt der Architekt Alexander Schwarz Heideggers Gedanken, „würde 

aufhören, ein Bauwerk zu sein“. Es werde „zum Bild“, und das Bild ist für Schwarz „der 

Feind des Bauwerks“.2 

 
Doch Heideggers Überlegungen zu einem Kunstverständnis jenseits von Abbildung und 

Darstellung tragen noch weiter. Bauwerke, die nicht weniger Kunstwerke als Skulpturen oder 

Gemälde sind, lassen sich nicht mehr primär von ihrer Nutzbarkeit her verstehen; sie mögen 

bewohnt sein oder zu bestimmten Anlässen besucht werden oder sonst einen Zweck haben 

– nicht das macht ihren Kunstcharakter aus. Was dies betrifft, so liegt allein schon in 

Heideggers Entscheidung für einen griechischen Tempel als Beispiel einer nicht-

darstellenden Kunst eine kritische Pointe. Seine Beschreibung des Tempels hat einen 

verschwiegenen Subtext, an dem entlang und gegen den sie geschrieben ist, nämlich jene 

Passage in Hegels Vorlesungen über die Ästhetik, die der Bestimmung der „klassischen 

                                                        
1 Martin Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, in: Holzwege, Gesamtausgabe Band 5, hrsg. 

von Friedrich-Wilhelm von Herrmann, Frankfurt am Main 1977, 1-74, 27. 
2 Alexander Schwarz, Das Tempel-Werk. Konzeptionelle Überlegungen zur Grundinstandsetzung 

der Neuen Nationalgalerie, in: Jahrbuch Preussischer Kulturbesitz 2014, Band L, Berlin 2014, 80-
83, 83. 
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Architektur“ gewidmet ist. Deren Schönheit bestehe, wie Hegel festhält, allein in der 

„Zweckmäßigkeit“, darin, dass die Bauwerke „von der unmittelbaren Vermischung mit dem 

Organischen, Geistigen, Symbolischen“ befreit seien. 3  Die Werke der klassischen 

Architektur, wie Hegel sie versteht, sollen keine „Vorstellung anzeigen und ausdrücken“,4 

wie zum Beispiel die Obelisken, die nach Hegel „die symbolische Bedeutung von 

Sonnenstrahlen haben“.5 Bei den Werken der klassischen Architektur sei vielmehr „die 

Nützlichkeit das durchaus Vorwaltende und Herrschende“. Dabei wiederum sei die Religion 

der „freieste Zweck“ der Baukunst, und dieser erfülle sich im „Tempelhaus“, darin, dass 

dieses „Umschließung für ein Subjekt“ sei, „das selbst der schönen Kunst angehört und von 

der Skulptur als Statue des Gottes hingestellt wird“.6  

 
Heidegger nimmt Hegels Gedanken, dass das „Tempelhaus“ wesentlich umschließend sei, 

direkt auf. „Das Bauwerk umschließt“ wie man auch bei Heidegger lesen kann, „die Gestalt 

des Gottes“. Aber diese Umschließung wird von Heidegger nicht mehr als Zweck bestimmt, 

sondern als die Möglichkeit des Tempels, das von ihm Umschlossene unverborgen sein zu 

lassen, und zwar im genauen Sinn dieses Wortes, derart, dass etwas in der Verbergung und 

durch sie da ist, unverborgen, nicht-verborgen gerade dadurch, dass es eigens verborgen 

gehalten wird. Indem der Tempel die Statue des Gottes umschließe, lasse er diesen „in dieser 

Verbergung durch die offene Säulenhalle hinausstehen in den heiligen Bezirk“.7 Verbergend 

stellt das Bauwerk das von ihm Umschlossene in die Offenheit und lässt es so ‚anwesen‘. 

Wenn Heidegger schreibt, „durch den Tempel“ wese „der Gott im Tempel an“, so ist das 

nicht im Sinne der banalen Feststellung gemeint,8 die Statue des Gottes sei im Tempel 

aufgestellt und nur, weil es den Tempel gebe, „durch den Tempel“, könne sie dort aufgestellt 

sein. Vielmehr lässt der Tempel, wie Heidegger denkt, den Gott in seiner Göttlichkeit 

anwesend sein, indem er ihm einen Ort gibt und ihn zugleich den alltäglichen Blicken entzieht. 

Der Tempel lässt den Gott „aus der Verborgenheit herausstehen“ und so „im 

                                                        
3 G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik II. Werke. Auf  der Grundlage der Werke von 1832-

1845 neu edierte Ausgabe, hrsg. von Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel, Band 14, Frankfurt 
am Main 1970, 303. 

4 Hegel, Ästhetik II, Werke 14, 270. 
5 Hegel, Ästhetik II, Werke 14, 281. 
6 Hegel, Ästhetik II, Werke 14, 305. 
7 Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, GA 5, 27. 
8 Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, GA 5, 27. 
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Unverborgenen“ stehen.9 Mit dem Tempel findet der Gott so in die als Unverborgenheit 

verstandene Wahrheit, und der Tempel erweist sich als Kunstwerk,  indem er ein „Sich-ins-

Werk-Setzen der Wahrheit“ ist.10 So verstanden, muss der Tempel als Kunstwerk nichts 

darstellen, und, anders als Hegel denkt, muss seine Schönheit auch nicht seine 

Zweckbestimmtheit sein. 

 
Obwohl Hegel mit seinem Versuch, die Architektur unabhängig von Vorstellungen und 

Darstellungsaufgaben zu verstehen, das Wesen der Architektur trifft, ist Heideggers 

Bestimmung des Tempels als eines Kunstwerks im Ansatz angemessener als diejenige Hegels; 

ein Gebäude kann nicht allein dadurch, dass es seinen Zweck erfüllt, ein Kunstwerk sein. 

Gebäude können ganz in ihrer Zweckbestimmtheit aufgehen – als Wohnsiedlungen, 

Parkhäuser oder Sportarenen zum Beispiel – und zugleich banal sein, Produkte 

architektonischer Routine, so dass sich die Frage nach ihrem Kunstcharakter noch nicht 

einmal stellt. Doch Heideggers Bestimmung der architektonischen Kunst ist in der 

Durchführung weniger plausibel als im Ansatz. Heidegger führt seine Bestimmung des 

Tempels als eines Kunstwerks nicht so aus, dass mit seiner Beschreibung dessen 

Kunstcharakter verständlich würde. Darauf, dass der Tempel ein Bauwerk ist, geht Heidegger 

nur kurz ein; was ihn viel mehr als dessen Architektur interessiert, ist sein geschichtlicher Sinn. 

Das Tempelwerk, so liest man, füge und sammle „die Einheit jener Bahnen und Bezüge um 

sich“, deren „waltende Weite“ die „Welt“ eines „geschichtlichen Volkes“ ausmache, eben 

jenes Volkes, dessen Welt durch diesen Tempel „eröffnet“ ist. Das wiederum geschehe so, 

dass die Welt „zurück auf  die Erde“ gestellt werde, „die dergestalt selbst erst als der 

heimatliche Grund“ herauskomme.11 So gebe der Tempel „in seinem Dastehen den Dingen 

erst ihr Gesicht und den Menschen erst die Aussicht auf  sich selbst“.12 Mit dem Tempel ist 

eine besondere geschichtliche Welt da, in der sich das menschliche Dasein in je bestimmter 

Weise verstehen lässt. Es ist eine Welt auf  dem Grund der Erde, deren Land mit seinen 

Pflanzen und Tieren zugleich so anschaubar wird, dass sie, wie auch immer, den Blick, der 

auf  sie gerichtet ist, erwidert und damit „heimatlich“ wird. 

 
Wie soll all das, was Heidegger dem Tempel zuschreibt, durch diesen geschehen – durch den 

                                                        
9 Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, GA 5, 38. 
10 Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, GA 5, 22. 
11 Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, GA 5, 28. 
12 Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, GA 5, 29. 
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Tempel allein, einfach nur dadurch, dass der Tempel als Gebäude ein Kunstwerk ist? Kann 

der Tempel als Kunstwerk allein eine geschichtliche Welt eröffnen und sie auf  den Grund 

der Erde stellen, so dass die Erde als dieser Grund zum „Vorschein“13 kommt? Man muss 

den Text über den Ursprung des Kunstwerks nur bis zum Ende lesen, um zu sehen, dass 

Heidegger das selbst nicht glaubt. Am Ende, erst im dritten Abschnitt des Textes wird 

nämlich klar, dass Heidegger die eröffnende und zum Vorschein bringende Möglichkeit der 

Kunst als ‚Dichtung‘ versteht und so den Kunstcharakter der Kunst in der Dichtung 

begründet. Dichterisch sei, wie man liest, die Sprache selbst, und zwar als dasjenige 

„Nennen“, das „das Seiende erst zum Wort und zum Erscheinen“ bringe; sie sei „die Sage 

der Welt und der Erde“,14 die, wie Heidegger denkt, in der „Dichtung im engeren Sinne“, 

die „ursprünglichste Dichtung“ sei, besonders rein zur Geltung komme. In der Sprache allein 

läge demnach auch die Unverborgenheit, die Heidegger als Grundzug der Kunst überhaupt 

verstehen will. Das „Sich-ins-Werk-Setzen der Wahrheit“ erweist sich als Dichtung; es ist 

ausschließlich Dichtung, während das „Bauen und Bilden“, wie man liest, „immer schon und 

immer nur im Offenen der Sage und des Nennens“ geschähen. 15  So ist der Tempel 

bestenfalls ein Kunstwerk zweiten Grades. Folgt man Heidegger, so kann mit ihm nicht die 

Wahrheit ins Werk gesetzt sein; er steht lediglich in der Wahrheit, wie Heidegger sie versteht, 

und zwar solange und nur solange, wie diese Wahrheit dichterisch ins Werk gesetzt ist. 

Heideggers allgemein ansetzende Bestimmung der Kunst ist zu einer Bestimmung der 

Dichtung geworden. 

 
 
2. 

Dieses Ergebnis muss jedoch nicht als Nachteil gesehen werden; es kann sogar entlastend 

sein, weil man nun nach dem Kunstcharakter von Bauwerken fragen kann, ohne sich an 

Heideggers Verständnis der Kunst als Dichtung und an die damit zusammenhängenden 

nationalgeschichtlichen Annahmen zu binden. Dass der Tempel als Bauwerk nichts abbildet 

und trotzdem ein Kunstwerk ist, muss nicht mehr durch seinen welteröffnenden, die Erde 

zum Vorschein bringenden Charakter erklärt werden. Das ist gut so, denn diese Erklärung 

ist viel zu forciert, als dass sie plausibel sein könnte. Wenn es wahr ist, dass in der Kunst 

                                                        
13 Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes 
14 Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, GA 5, 60. 
15 Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, GA 5, 62. 
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„einem geschichtlichen Volk seine Welt aufgeht“ – wie kommt es dann, dass Werke der Kunst 

auch in anderen nationalen und geschichtlichen Kontexten verstanden werden können und 

die Kunst also transnational ist, Weltkunst in einem ganz anderen Sinn als dem, der sich mit 

dem Weltverständnis des Textes über den Ursprung des Kunstwerkes verbindet? Und wenn 

es so ist – wie soll dann das Land mit seinen Pflanzen und Tieren, wie es mit einem Bauwerk 

zum Vorschein kommt, wesentlich ‚heimatlicher‘ Grund sein können? Es ist doch auch in 

der so genannten Fremde erfahrbar, überall wo ein Bauwerk das es Umgebende in 

eigentümlicher Weise zum Vorschein kommen lässt. Was Heidegger über den eröffnenden 

Charakter von Kunstwerken im Hinblick auf  ‚Welt‘ und ‚Erde‘ sagt, leuchtet nicht ein. 

 
Mit der Distanzierung von Heideggers geschichtsphilosophischen Forcierungen muss der 

Tempel, wie Heidegger ihn beschreibt, jedoch nicht aus dem Blick geraten. Im Gegenteil 

kann der Blick frei werden, so dass man das deskriptiv Evidente, sozusagen die 

phänomenologische Substanz in Heideggers Überlegungen, und damit zugleich den Tempel 

als Bauwerk sieht. Evident ist, dass ein Bauwerk umschließen kann und dass das Bauwerk, das 

Heidegger im Sinn hat, umschließt; es birgt etwas, das dem Blick entzogen und so allein mit 

dem umschließenden, bergenden Charakter des Gebäudes da ist, derart, dass das 

Umschließende als solches in das Offene seiner Umgebung ausstrahlt und so deren 

Offenheit gleichsam bekräftigt. Evident ist auch, dass mit allem, das in die Umgebung des 

Bauwerks gehört, durch das Bauwerk etwas geschehen ist. Es ist so, wie Heidegger sagt, so, 

dass „alles sich anders uns zukehrt“,16 wenn es vom Bauwerk her gesehen wird. Man muss 

nicht wie Heidegger sagen, alles in der Umgebung eines Bauwerks, das ein Kunstwerk ist, 

gehe erst  „in seine abgehobene Gestalt“ ein und komme erst  „so als das zum Vorschein“, 

was es ist.17 Das ist übertrieben. Land und Meer, Pflanzen und Tiere können auch ohne ein 

Bauwerk ‚abgehobene Gestalten‘ sein, und in jedem Fall sind sie nicht nur in der Umgebung 

eines Bauwerks als das erkennbar, was sie sind. Doch mit einem Bauwerk zeigen sie sich 

anders, einfach dadurch, dass sie in die Umgebung eines Bauwerks gehören, das sich auf  

seine Weise zeigt, etwa dadurch, dass es, wie Heideggers Tempel, auf  dem Felsgrund des 

Bodens aufragt. 

Man sieht leicht, dass mit beidem, mit der Spannung von Offenheit und Umschlossenheit 

                                                        
16 Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, GA 5, 29. 
17 Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, GA 5, 28. 
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und ebenso mit dem Ausstrahlen eines Bauwerks auf  seine Umgebung, der Raumcharakter 

eines Bauwerks angesprochen ist. Gebäude, die etwas aufnehmen und umschließen können, 

sind begrenzte, mehr oder weniger abgeschlossene Räume und als solche gebaute, mehr oder 

weniger ausgeprägte Realisierungen von Raum. Mit einem Gebäude dieser Art gibt es, mehr 

oder weniger stark ausgeprägt, die Unterschiedenheit von innen und außen, auch so, dass diese 

zu einer Spannung von Offenheit und Umschlossenheit werden kann. Mit einem Gebäude 

gibt es auch erst dessen Umgebung, nämlich den Raum, sofern er durch den Raum des 

Gebäudes bestimmt wird, so dass alles in diesem Raum Erscheinende gemäß dieser 

Bestimmtheit erscheint.  

 
Den beiden genannten Evidenzen lässt sich eine dritte hinzufügen. Gebäude umschließen 

nicht nur, indem sie, wie Heideggers Tempel, etwas einschließen und gegenüber dem direkten 

Zugang abschließen. Sie sind meist auch offen dafür, betreten zu werden; sie geben Raum, 

in dem man sich aufhalten und verhalten kann – mehr oder weniger so, wie das Gebäude es 

vorgibt. So eröffnen Gebäude zwar keine geschichtliche Welt. Das ist, wie gesagt, übertrieben 

– einerseits, weil geschichtliche Welten sehr viel komplexer und weniger deutlich umgrenzt 

sind, als Heidegger meint, andererseits, weil kein Gebäude einer ‚Welt‘ Raum geben kann, 

sondern immer nur besonderen, mehr oder weniger eng umgrenzten Möglichkeiten einer 

Welt und des Lebens. Das wiederum kann auf  durchaus verschiedene Weise realisiert sein, 

zweckmäßiger und weniger zweckmäßig, aber auch so, dass die verschiedenen Weisen des 

Raumgebens in einer an der Zweckmäßigkeit orientierten Bestimmung nicht aufgehen. Die 

Frage danach, wie Gebäude jenseits von Zweckmäßigkeit und Unzweckmäßigkeit Raum 

geben, könnte ein Schlüssel zum möglichen Kunstcharakter von Gebäuden sein. Vielleicht 

ist es wahr, dass manches Gebäude ‚fügt‘ und ‚sammelt‘ – das Gefügte und Gesammelte 

muss ja nicht gleich „die Einheit jener Bahnen und Bezüge“ sein, die als „waltende 

Weite“ eine nationalgeschichtlich verstandene Welt ist. Das Fügen und Sammeln muss auch 

keinem Tempel oder sonst einem Sakralbau vorbehalten bleiben. Es kann ganz alltäglich sein 

und trotzdem nicht banal. 
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3. 

Das sei an zwei Beispielen verdeutlicht, von 

denen sich das erste besonders gut an 

Heideggers Beispiel anschließt, weil es einen 

griechischen – oder auch römischen – 

Tempelbau zitiert. Im Unterschied zu 

Heideggers recht unspezifisch bleibendem, 

möglicherweise nur vorgestellten Tempel 

hat es jedoch den Vorteil, dass es gebaut ist 

und an seinem Ort erfahren werden kann, 

auf  einer Anhöhe oberhalb des Neckars, die ‚Schillerhöhe‘ heißt. Der Bau, den Alexander 

Schwarz von Chipperfield Architects entworfen hat, ist das zum Deutschen Literaturarchiv in 

Marbach gehörende Literaturmuseum der 

Moderne. Es ist zunächst, auf  Entfernung, als 

lichter Säulenbau zu sehen, der die antike Form 

aufnimmt, ohne im Mindesten klassizistisch zu 

sein(Bild1). Vielmehr ist die Säulenform ins 

Schlanke und Eckige, noch dazu in den Baustoff  

Beton übersetzt, wie in einem Raster, das sich im 

Sockel des Gebäudes wiederholt,  durch die Betonwand verschlossen oder in hohen 

schlanken Fenstern geöffnet, in ebenso hohen Holztüren zu öffnen. Der auf  diesem Sockel 

aufragende tempelartige Bau, seine Laterne, ist die Eingangshalle des Museums(Bild2). Hat 

man sie betreten, bleibt man zugleich in der 

Umgebung des Bauwerks, weil diese als 

Außen durch große Fenster von innen zu 

sehen ist. Folgt man jedoch der Treppe, die 

aus der Eingangshalle nach unten führt, 

verliert man die Sicht nach Außen und 

endlich sogar das Tageslicht. Man gelangt in 

die zum Schutz der Exponate nur schwach 

beleuchteten Ausstellungsräume, deren Wände mit dunklen Holzpanelen bekleidet sind 

(Bild3, 4). An das schwache Licht muss das Auge sich gewöhnen, aber dann schaut man 

Bild1 

Bild2 

Bild3 
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umso aufmerksamer hin. Der Raum, in 

dem man sich aufhält, ist da; man erfährt 

ihn vor allem in den Einschränkungen, die 

er auferlegt – nie wärmer als 18 Grad 

Celsius fensterlos,  im Dämmerlicht fast 

verschwindend. Aber weil es so ist, kann 

man ganz bei der Sache, bei den Exponaten 

sein, wie die Ausstellungsräume sie bergen 

und in ihrer Geborgenheit zugänglich machen.  

 
Das Literaturmuseum der Moderne fügt und sammelt kein geschichtliches Geschick, noch 

nicht einmal das der in Manuskripten, Büchern und Dokumenten sedimentierte der 

modernen deutschen Literatur und ihrer Geschichte. Die Architektur, so formuliert es 

Alexander Schwarz, „denkt nicht über das zwanzigste Jahrhundert nach“, „sie symbolisiert 

nichts, sondern bedeutet, was sie ist“.18 Sie inszeniert nichts, sondern lässt einfach nur sehen, 

was in ihr betrachtet werden kann. Dazu aber fügt und sammelt das Gebäude den Weg zu 

ihm hin, vorbei an den anderen Gebäuden der Schillerhöhe, die möglichen Blicke über das 

keineswegs nur idyllische Neckartal, den Weg von außen nach innen, hinab in die 

Ausstellungsräume und aus diesen wieder  in die 

Fensterräume, die an sie anschließen und den Blick, der 

ganz auf  die Exponate konzentriert war, ausruhen 

lassen(Bild5). Das Gebäude als gebauter Raum, der  den 

Raum, in dem es gebaut wurde, bestimmt, ist die vielfach 

gegliederte, aber in dieser Gliederung gefügte und 

gesammelte Möglichkeit eines Aufenthalts, die zwar durch 

den Charakter des Gebäudes als eines Literaturmuseums 

vorgegeben, aber deshalb keineswegs in jeder Hinsicht 

festgelegt ist. Das Gebäude lässt Freiraum für je 

besondere, individuelle Möglichkeiten, sich in ihm und in 

seiner Umgebung aufzuhalten, die, sofern sie um das 

                                                        
18 Alexander Schwarz, Bausteine erzählen. Ideen zur Architektur des Literaturmuseums der Moderne 

in Marbach am Neckar, in: Marbach. Schillerhöhe. Hundert Jahre Architektur für Literatur, 
Marbacher Magazin 103, Marbach am Neckar 2003, 56-75. 

Bild4 

Bild5 
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Gebäude gesammelt ist, zu diesem gehört. „Unsere Gebäude“, so formuliert David 

Chipperfield sein architektonisches Programm, „erkunden Möglichkeiten, wie Räume 

außerhalb des Gebäudeprogramms in ihr Volumen eingeschlossen werden können – durch 

Höfe, Terrassen, Kolonnaden: Räume, deren Fähigkeit, Innen und Außen aufeinander zu 

beziehen, das Gebäude erweitert“. So werde der Außenraum „gewissermaßen als ein anderes 

Element der Raumbehandlung dem Innenraum angefügt“.19 

 
Ähnlich und doch anders ist es bei einem Gebäude, 

das einen klar bestimmten, sehr praktischen Zweck 

hat, nämlich Ort für Konferenzen, Seminare und 

Arbeitsbesprechungen zu sein. Das Gebäude 

gehört zum Gelände des Möbelherstellers Vitra in 

Weil am Rhein, es liegt auf  einer Wiese und ist von 

alten Kirschbäumen umstanden. Es ist der erste 

Bau von Tadao Ando außerhalb Japans. Nähert 

man sich dem Gebäude auf  dem vorgesehenen 

Weg, an einer monumentalen Werkzeugskulptur von Claes Oldenburg und Coosje van 

Bruggen vorbei, so mag der Bau zunächst kaum auffallen(Bild6). Sehr niedrig zieht er sich 

über die Wiese hin und es ist so, als ob er sich hinter die Kirschbäume zurückzöge. Der Weg, 

den man geht, ist schmal; ist man zu mehreren, 

kann man nur hintereinander gehen, und so soll es 

wohl sein. Der Weg führt auf  die Ecke einer 

Betonwand zu, von der man erst, wenn man sie 

erreicht hat, sieht, dass sie eine freistehende Wand 

ist und die Eingangsseite des Gebäudes wie eine 

Gartenmauer abschirmt(Bild7). Nun, nachdem 

man der spitzwinkligen Umwendung des Wegs 

gefolgt ist, führt der Weg auf  Steinplatten schmal 

an dieser Wand entlang, auf  eine ebenfalls schmale 

Eingangstür zu. Man gelangt in ein kleines 

                                                        
19 David Chipperfield, Theoretical Practice, zitiert nach Alexander Schwarz, Ideen zur Architektur 

des Literaturmuseums der Moderne, 59. 
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Vestibül(Bild8), von dem mehrere 

Konferenzräume abzweigen(Bild9, 

10). Erst jetzt sieht man, dass das 

Gebäude in die Erde versenkt wurde 

und dass zur Straßenseite des 

Gebäudes hin ein tiefliegender, 

durch Betonwände eingehegter 

Innenhof  angelegt ist(Bild11). 

Würde man die vom Vestibül in einer Rotunde nach unten 

führende Treppe nehmen(Bild12), so käme man durch eine 

Cafeteria in diesen Innenhof  hinaus und sähe in der 

Einhegung des Hofes den Himmel und die Kronen der 

Kirschbäume(Bild13).  

 

Andos Konferenzgebäude 

ist nicht sehr groß, und dennoch scheint es sehr viel Raum 

zu geben. Das liegt an der Vielfalt der Räume und an ihrer 

dezentralen Anordnung, die sic h nicht zuletzt daran zeigt , 

dass es schwierig ist, einen Raum, in dem man sich aufhält, 

im Ganzen des Gebäudes zu verorten. Innerhalb des 

Gebäudes erscheint dessen Grundriss als sehr komplex; 

erst eine Zeichnung oder eine Luftaufnahme macht ihn in 

seiner Klarheit verständlich(Bild14). Dennoch erlebt man das Gebäude nicht als kompliziert; 

es wirkt nicht verwirrend. Das liegt wohl einerseits daran, dass seine Räume bei aller 

Bild8 

Bild9 

Bild10 

 Bild11  Bild12 Bild13 

Bild14 
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Verschiedenheit des Schnitts einheitlich gestaltet sind. 

Prägend, innen wie außen, ist der für Andos Bauten 

charakteristische, fein wie Marmor polierte 

Sichtbeton(Bild15, 16). Der Boden ist aus Holz, und 

Holzpaneele bekleiden teilweise die Wände der 

Konferenzräume. Doch mehr noch als die Einheitlichkeit 

der Gestaltung führt die dezentrale Anordnung der 

Räume, gerade sie, zu dem Eindruck, man sei einfach im 

Raum. Das Gebäude erscheint nicht als Konstruktion 

eines gebauten, auch in der Einteilung einheitlich 

konzipierten Raumes, sondern, im Übergang der 

Räume ineinander und der mit diesem Übergang 

möglichen Durchgänge und Durchblicke, als ein 

all over von Raum. Weil es so ist, ist der Aufenthalt 

in Andos Gebäude auf  besonders klare und 

einfache Weise räumlich; hält man sich in dem 

Gebäude auf, so ist man in eine sich immer neu 

ergebende Situation eingebunden und in der 

Variation von Aufenthaltsmöglichkeiten zugleich frei. Andos Gebäude hält eine Fülle von 

räumlichen Möglichkeiten bereit, die alle als Möglichkeiten des Raums offenbar sein können, 

weil sie nicht konstruktiv überformt sind. In diesem Nebeneinander hat Ando das 

Wesentliche seiner und auch bereits der traditionellen japanischen Architektur gesehen; diese 

entstehe aus dem Teil, nicht aus einer logisch versammelten Komposition oder Totalität.20 

Die gleiche Verfahrensweise findet Ando in den Werken des venezianischen Architekten 

Carlo Scarpa, die auch nicht von einem master plan bestimmt seien, so dass die Teile sich aus 

einem Ganzen abzweigten, sondern in denen die Form aus selbständigen, fast abgetrennten 

Teilen komme und die dennoch auf  geheimnisvolle Weise als ein Ganzes das Gleichgewicht 

hielten.21 Das kann auch als zutreffende Beschreibung des Konferenzpavillons auf  dem 

                                                        
20 Tadao Ando, Conversations with Students, translated and edited by Matthew Hunter, New York 

2012, 20: „Drawing from a tradition of  craftsmanship and harmony with nature, Japanese 
architecture originates from the part. In contrast, Western architecture reflects the philosophy of  a 
logically assembled composition or totality.” 

21 Ando, Conversations with Students, 69: „From the parts comes form, and while these parts or 
elements are completely self-sustaining and remain on the verge of  separation, they mysteriously 
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Vitra-Gelände genommen werden. Hat man, vorbereitet durch den über die Wiese, als sei sie 

ein Teegarten, führenden Weg, in das Gebäude hineingefunden und ist dort so zur Ruhe 

gekommen, wie der lange, das Gespräch hemmende Weg es ermöglichen soll, kann und 

möchte man einfach in den Räumen des Gebäudes im Raum sein.  

 
 
4. 

Nun lässt sich auf  die Frage nach dem Kunstcharakter der Bauwerke zurückkommen. Was 

lässt einige von ihnen Kunstwerke sein, wenn es weder die Stiftung geschichtlichen Sinns 

noch ihre Zweckmäßigkeit ist? Andos Bau ist als Arbeitsplatz sowieso gegen Verdacht 

geschichtlicher Bedeutsamkeit gesichert, und das Literaturmuseum der Moderne verweigert 

mit seinem understatement jeden geschichtlichen Anspruch; um nichts anderes geht es als 

darum, die Exponate zu bergen und, ihnen angemessen, zugänglich zu machen; darüber, wie 

die Exponate verstanden werden können, entscheidet nicht die Architektur. Zweckmäßig 

sind dagegen beide Gebäude, sogar in besonderem Maße und so, dass ihre Zweckmäßigkeit 

sofort einleuchtet. Was sie darüber hinaus auszeichnet, ist jedoch die Klarheit, in der sie der 

Raum sind, der sie sind. Was für jedes Gebäude gilt, nämlich als gebauter Raum den Raum 

selbst, auf  den man im Allgemeinen nicht achtet, zu gestalten, das gilt für diese beiden 

Gebäude in sehr ausgeprägter Weise. Sie sind besondere Gebäude, weil sie besonders 

Gebäude sind, indem sie den Raum, in dem und den sie bauen, erfahrbar zu machen.22 Sie 

eröffnen die Erfahrung des Raums in jener eigentümlichen Verdoppelung, die das Wesen 

von Gebäuden ausmacht: als Orte an Orten, derart, dass sie das Ineinander eines gefundenen 

und eines geschaffenen Orts sind, die einander bestimmen; als gebaute Freiräume des 

Aufenthalts, die für sich selbst den Freiraum der Stadt oder der Landschaft brauchen und 

diesen, im günstigen Fall, als Bauwerke zur Geltung kommen lassen; als begrenzte Weite, die 

in die horizontale wie vertikale Weite der Stadt oder des Landes, der Erde und des Himmels 

gestellt ist und so diese Weite ermessbar sein lässt. Gebäude, die als solche Kunstwerke sind, 

sind einfach Gebäude, nichts außerdem und nichts darüber hinaus – als ob sie skulpturale 

oder malerische Qualitäten vorweisen müssten, um einen Kunstanspruch zu erfüllen. 

Architektur, die aus einem ‚Kunstanspruch‘ kommt , ist in den meisten Fällen prätentiös. 

                                                        

maintain balance as a whole.” 
22 Dazu ausführlicher: Günter Figal, Unscheinbarkeit. Der Raum der Phänomenologie, Tübingen 

2015, 209-238. 
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Gebäude, die ohne dergleichen auskommen, sollen keine Kunstwerke sein; sie sind es, ohne 

es zu sollen. 

 
 
5. 

Lässt sich das auf  die Kunst im Allgemeinen übertragen, derart, dass man den 

Kunstcharakter von Kunstwerken daran messen kann, ob ein Werk ist, was es ist, und nichts 

anderes vorspiegelt und ob es außerdem, so wie die beiden beschriebenen Bauwerke, einen 

Aufenthalt ermöglicht, der einfach nur Aufenthalt ist und als solcher nicht durch bestimmte 

Absichten und Interessen bestimmt ist, sondern wesentlich die Möglichkeit freier 

Kontemplation? Dass ein Bild zum Beispiel in diesem Sinne ist, was es ist, hat damit, ob es 

etwas ‚abbildet‘ oder nicht, nichts zu tun; abbildende ebenso wie nicht abbildende Bilder 

können Kunstwerke oder auch schlechte Bilder ohne Kunstcharakter sein. Viel spricht dafür, 

dass ein Bild, vor dem man sich so aufhalten mag wie in einem der beschriebenen Gebäude, 

ein Kunstwerk ist, darin, dass es selbst als es selbst einen solchen Aufenthalt ermöglicht.  

 
Wenn es so ist, dann wird sich der Kunstcharakter eines Bildes auch nicht angemessen ohne 

Berücksichtigung seiner Räumlichkeit beschreiben lassen. Bilder, die Kunstwerke sind, haben 

Raumcharakter nicht allein durch ihre Ausdehnung oder dadurch, dass sie, wie auch immer,  

eine Raumtiefe darstellen. Vielmehr ist ein Bild auch und wesentlich darin räumlich, dass es 

auf  Abstand hält, einen bestimmten Abstand erfordert, um in seiner Erscheinung da zu sein, 

oder auch darin, dass es sich im Spiel von Abstand und Nähe erst aufschließt. So, in seiner 

sichtbaren Erscheinung, die im kontemplativen Sehen erfahren und bestätigt wird, ist ein 

Bild ganz einfach ein Bild – so wie ein Gebäude darin, dass man sich frei in ihm aufhält, 

einfach ein Gebäude ist. Ähnliches ließe sich auch für die Musik zeigen, die nicht nur einen 

Raum braucht, um zu erklingen, sondern in ihrem Erklingen räumlich ist, und sogar für 

dichterische Texte, die man, wie Andos Konferenzpavillon, als ein Ganzes nehmen muss, 

das in der mannigfachen Korrespondenz seiner Teile besteht, um es zu verstehen. Auch 

Texte sind räumlich und dichterische Texte sind es besonders, darin, dass alle ihre Teile 

nebeneinander da sind und man sich beim Lesen – wie beim Erkunden eines Bauwerks –in 

diesem Nebeneinander bewegt und dabei immer weiß, dass es ein durch 

Zusammengehörigkeit bestimmtes Nebeneinander ist, eben ein Ganzes.  

 
In der räumlichen Erfahrung eines Bildes wird ein Bild einfach als Bild genommen, als 
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Sichtbares, das sich für das Sehen zeigt, so wie man räumlich auch die hörbare Musik ganz 

in ihrer Hörbarkeit nehmen kann. Und indem man einen Text als das Ganze  seiner nicht 

aus einem Konstruktionsprinzip ableitbaren Teile versteht, nimmt man diesen Text einfach 

als Text. So befragt man das Bild, das Musikstück oder den Text nicht darauf  hin, was sie 

‚abbilden‘ oder ‚bedeuten‘, nicht darauf  hin, was sie ‚ausdrücken‘, sondern man nimmt sie 

einfach als das, was sie sind. So, in ihrem originären Sichzeigen, sollte man Bilder, 

Musikstücke und Texte immer nehmen. Dann wird sich erweisen, ob das Bild, das man 

sehend betrachtet, das Musikstück, das man hört oder der Text, den man liest, dem standhält, 

das heißt: ob sein originäres Sichzeigen stark genug ist. Allein Bilder, Musikstücke und Texte, 

denen die Solidität originären Sichzeigens fehlt, bedürfen eines anderen, aus dem sie 

vorgeben, ihre künstlerische Legitimation gewinnen – gleichviel, ob es ihre Bedeutung oder 

ihr Ausdruckscharakter ist. Werke solcher Art sind keine wahrhaften Kunstwerke, sondern 

prätendieren nur, solche zu sein. 

 
Wenn diese Überlegungen einleuchtend sind, ließe die Frage nach dem Kunstcharakter der 

Kunst sich besonders gut von der Architektur her stellen. Die Frage wäre sachgemäß und 

Aufschluss versprechend gestellt, weil sie sich an Kunstwerken orientierte, die von vorn 

herein nicht als ‚abbildende‘ verstanden werden können. Insofern ist Heideggers 

Nachdenken über den griechischen Tempel aufschlussreich; auf  dem Weg zu einem 

Verständnis der Kunst vom Sichzeigen der Kunstwerke her ist es ein wichtiger Schritt. Doch 

Heidegger kommt von diesem Weg ab, indem er die Kunst mit der Stiftung geschichtlichen 

Sinns befrachtet und sie nicht zuletzt deshalb auf  die Sprachlichkeit festlegt – zu dem Preis, 

dass nur Dichtungen wahrhafte, das heißt: originäre Kunstwerke sein können. Das leuchtet 

nicht ein. Heidegger in seinem Nachdenken über die Kunst ernst zu nehmen, heißt: ihm 

darin nicht zu folgen. Die Einsicht, dass die Architektur ein Schlüssel zum Verständnis der 

Kunst überhaupt sein kann, lässt sich besser anders einlösen, nämlich im Nachdenken über 

die Räumlichkeit der Kunst und über den Raum. 
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「建築作品は、ギリシアの神殿は、何も模写しない」 

―建築についての考察 ハイデガーとの関連で― 

 

ギュンター・フィガル（フライブルク大学）  

訳 貫井 隆／酒詰 悠太（京都大学）1 

 

 

一． 

 

ハイデガーが著した芸術作品の根源に関するテクスト、このテクストが持つ事象的な意

義は、とりわけ次のことにあると言えるだろう。すなわち、芸術を何よりも先ず模倣とし

て理解すること、この理解を放棄したということだ。芸術そのものは、その本質からして

「模写的」ではなく、その本質からして更にまた「描写的」でさえもない。芸術は、自ら

と異なる何かが現れるのを手助けしてやるというのではないからだ。だとするならば、作

品というものもまた、その芸術性において理解できるようになる。［というのも］作品と

は、作品それ自身とは異なる何か別のものを表すわけではない［からだ］―陶芸作品は

その一例であり、建築作品も劣らずそうである。ティーカップや花びんは、決して何か［そ

れとは別のもの］を描写しているわけではなく、ただ単にそれそのものなのであり、建築

作品の場合も事情は変わらない。建築作品は「何も模写しない」2とハイデガーが言うとお

りなのだ。なるほど、建築作品は何かを―たとえば、それを建てた人が表現したかった

ことを―示しはするだろう。しかし、このことでもって建築作品は建築作品になるとい

うわけではないし、ましてや芸術作品になるというわけではない。ハイデガーのこうした

考えを、建築家アレクサンダー・シュヴァルツは次のように支持する。建築作品は、もし

それが何かの模写であるとしたら「建築作品であることをやめてしまうだろう」と。［模

写であるとしたら］建築作品は「写像となる」わけだし、シュヴァルツにとり写像は「建

築作品の敵」3だからだ。 

 

ハイデガーは模写とか描写を超えて芸術を理解する。こうした芸術理解を目指す彼の考

察は、さらなる射程を持つ。建築作品は芸術作品であり、それは彫刻や絵画がそうである

のと変わりない。だとするならば、建築作品を、何よりもまずその利便性から理解すると

いう必要はもはやない。住まうこととか、折に触れて訪れるとかいった、何らかの目的を

                                                        
1 本講演の翻訳に際しては、第一節から第三節の翻訳を貫井が、第四節と第五節の翻訳を酒詰が担

当し、最終的に酒詰が全体を監訳した。以下、［  ］（全角、ブラケット）は訳者による補足である。  
2 Martin Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, in: Holzwege, Gesamtausgabe Band 5, hrsg. von Friedrich -

Wilhelm von Herrmann, Frankfurt am Main 1977, 1-74, 27. 以下、「芸術作品の根源」からの引用を訳出

するに際しては関口浩訳（『芸術作品の根源』、平凡社、2008 年）を参考にした。  
3 Alexander Schwarz, Das Tempel-Werk. Konzeptionelle Überlegungen zur Grundinstandsetzung der Neuen 

Nationalgalerie, in: Jahrbuch Preussischer Kulturbesitz 2014, Band L, Berlin 2014, 80 -83, 83. 
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建築作品は持つだろうが、こうしたことが建築作品の芸術性を成すのではないからだ。こ

の点で、ハイデガーがギリシアの神殿を〈描写しない芸術〉の例として選んだということ

だけでも、ここには彼の批判的な眼目がある。ハイデガーによる神殿の記述にはサブテク

ストが密かに存在し、このサブテクストに沿いながら、かつこのサブテクストに抗して、

彼は神殿を記述する。すなわち、ヘーゲル『美学講義』の中にある―「古典的建築」の

定義に捧げられた―かの断章こそが、このサブテクストなのである。ヘーゲルが断言す

るところによれば、古典的建築の美しさは、ただ建築の「合目的性」にある。別言すれば、

古典的建築の美しさとは、建築作品が「有機体、精神的なもの、象徴的なものとの無媒介

な混交」4から自由に解放されていることだ。［それゆえ］ヘーゲルの理解するところに従

うならば、古典的建築作品は「［何か他の］表象を指示したり表わしたりするわけでは決

してない」5ということになる。たとえば、オベリスク［＝方尖塔］は、「太陽光線を象徴

的にあらわす」6とヘーゲルは言う［のだが、古典的建築作品は、象徴的なオベリスクとは

異なる］。古典的建築作品においては、むしろ「実用性があくまで優位を持ち支配的であ

る」。さらに古典的建築作品ではまた、宗教が建築芸術の「最も自由な目的」となってお

り、この最も自由な目的を、「神殿建築」が達成する。重要なのは、こうした目的は、神殿

建築が、次のような意味で「主体を包み込む」7ことによって達成されるということである。

すなわち、この主体は、それ自身が［感性的描出である］美的芸術に属しており、「神の立

像として［実際に石に］彫刻されることで打ち立てられる」8ということだ。  

〈「神殿建築」は、その本質からして包み込む〉というヘーゲルの考えを、ハイデガー

はそのまま受け入れる。ハイデガーにおいても、「神の形態」を「建築作品が包み込む」か

らだ。しかしハイデガーは、この〈包み込み〉をもはや［宗教の］目的とは規定しない。

むしろ、この〈包み込み〉は神殿の可能性として規定される。神殿の可能性とは、神殿に

より包み込まれるものを、秘匿せずに
．．．．．

存在させる可能性だ。この言葉が持つ意義からより

精確に言うならば、次のようにしてである。すなわち、何かが秘匿の内で秘匿により現に

あるのは、秘匿されずにだということである。というのも、この〈秘匿されずに〉という

のは、何かが特有な仕方で秘匿されたまま保たれているということ、この事態が秘匿され

ずにいるということだからである。［従って］「こうした秘匿の内で」神殿は、神の立像を

包み込みながら、この立像としての神を「聖なる区域へと―［神殿の］開けた柱廊玄関

を経て―出で立た」9せるのだ。秘匿しながら建築作品は、建築作品により包み込まれる

ものを開けへと立たせ、“現前”させる。［それゆえ］「神が神殿の内で現前する」のは「神

殿によってだ」10とハイデガーが言うのは、次のように陳腐なことを確かめるためではな

                                                        
4 G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik II. Werke. Auf  der Grundlage der Werke von 1832 -1845 neu 

edierte Ausgabe, hrsg. von Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel, Band 14, Frankfurt am Main 1970, 303. 

以下、ヘーゲルの『美学講義』の引用を訳出するにあたっては、長谷川宏訳（『ヘーゲル美学講義・

中巻』、作品社、2001 年）を参考にした。  
5 Hegel, Ästhetik II, Werke 14, 270. 
6 Hegel, Ästhetik II, Werke 14, 281. 
7 Hegel, Ästhetik II, Werke 14, 305. 
8 同上  
9 Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, GA 5, 27.  
10 Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, GA 5, 27.  
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い。神の立像が神殿の内に立てられているのは、ただ「神殿があるからこそ」であり、［こ

の意味で］神の立像が神殿の内に立てられているのは「神殿によって」可能なのだという

ような平凡極まりないことを言わんとするのではない。ハイデガーが考えるように、むし

ろ神殿は神をその神性において現前的に存在させる。神殿が、神に或る一つの場所を与え

ると同時に、神を日常的な視線から引き離すことによって。神殿は神を「秘匿されている

ことから引き出してきて」、そのようにして神を「秘匿されていないものとして」あらし

める11。このようにして、まさに神殿により、神は秘匿されていないことと理解された真
．

理
．
へと舞い降りるのであり、ここから神殿が芸術作品であることが明らかになる。神殿は

「真理を‐作品の‐内へと‐据えること」（Sich-ins-Werk-Setzen der Wahrheit）12だからであ

る。こう理解するならば、神殿は芸術作品であるがゆえに、何かを描写する必要が決して

ないということになる。［そしてこう理解するならば］また、神殿の美しさも、ヘーゲルの

考えとは異なり、その目的に規定されている必要はない［ということになる］。  

 

ヘーゲルの試みは、建築がそれとは別の何かを表象したり描写しているはずだという考

え方から建築を切り離して理解しようとするものであり、［この点で］彼は建築の本質を

とらえている。けれども、神殿は芸術作品だというハイデガーの規定は、［少なくとも］出

発点においては、ヘーゲルよりも更に適切である。建物というのは、建物が建物の目的を

充足するということだけでは、芸術作品たりえないからだ。建物が実用目的と全く同化し

ていながら、同時に平凡でおもしろみがないということがある。団地、立体駐車場、競技

場といった建物は、建築学による日常的生産品なので、いまだかつてその芸術性が問われ

たということはない。とはいえ、建築芸術のハイデガーの規定は、実際に考察を展開して

いく中で、出発点におけるよりも説得力を失う。ハイデガーは神殿を芸術作品として規定

するが、彼の神殿の記述によって、神殿の芸術性が理解可能になるというほど、詳細に論

じているわけではない。神殿が建築作品だということ、このことにハイデガーはほんの少

ししか立ち入らないのだ。神殿の建築よりもはるかに彼の関心を惹きつけるのは、神殿の

歴史的意味
．．．．．

だ。ハイデガーによると、神殿という作品は「自らを中心にして、あの［いわ

くつきの］軌道連関を」接合し収集し、統一する。その「支配する広がり」が、「歴史的な

民族」の「世界」を形づくるあの軌道連関を。［このことが意味しているのは、］かの［悪

名高い］民族、その世界までもがまたこの神殿により「開示される」［ということだ］。他

方、神殿による民族の世界開示はまた、世界が「大地の上へと」立て「返さ」れ、「大地が

そのようにして、それ自体はじめて故郷の土地として」出来する 13というようにして起こ

る。このようにして神殿は「そこに立ちつつ、さまざまな事物にその相貌」を与え、「そし

て人間たちに、はじめて自分自身への見通し」を与える 14。まさに神殿によってこそ、或

る特有な歴史的世界が現にある。人間的現存在は、この歴史的世界の内で、自らをそのつ

                                                        
11 Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, GA 5, 38. 
12 Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, GA 5, 22.  
13 Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, GA 5, 28.  
14 Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, GA 5, 29.  
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ど特定の仕方で理解する。［神殿により生じる］このような事態が、大地に基づく世界な

のだ。［というのも、神殿によって］大地の風土を、そこに憩う草花や生きものとともに、

我々は以下のようにして眺めることができるようになるからだ。すなわち、我々がさし向

ける眼差しに、どうであれ大地がとにかく応答することで、大地が「故郷と」なる、この

ような仕方で我々は風土を、神殿によって眺めることができるようになるのだ。 

 

ハイデガーが神殿に帰する全ての事柄は、［しかし、］一体どのようにして―神殿によ

って―生じねばならないというのだろうか。神殿それだけで、すなわち建物としての神

殿が芸術作品であること、ただ単純にこのことだけで、ハイデガーが神殿に帰する全ての

事柄は生じるというのだろうか。或る歴史的な世界を開示し、この世界を大地という根拠

の上に立て、そのようにして大地がこうした世界の根拠として「出現」15する。このよう

なことを芸術作品である神殿がそれだけで可能にするのだろうか。ハイデガー自身、この

ようなことを信じてはいない。「芸術作品の根源」を終わりまで読み通すことの功徳は、

ひとえにこのことを実際に目の当たりにすることにある。というのも、テクストの第三部

も終盤に至ってはじめて、開示し、出現させる芸術の可能性を、ハイデガーが詩作として

理解すること、そしてそうすることで芸術が持つ芸術性の根拠を、彼が詩作に求めること

が明らかになるからだ。その「芸術作品の根源」には、言葉そのものは詩人的だとある。

［この際］詩人的とは、言葉が「命名すること」だということを意味している。そして「命

名すること」とは、「存在するものをはじめて語にもたらし、出現させる」ということなの

だ。つまり、言葉とは「世界と大地の言いあらわし」16である。この〈言いあらわし〉は、

ハイデガーが考える「限定された意味での詩作」の中で、「もっとも根源的な詩作」であ

り、とりわけ純粋真正にその力を発揮する。それゆえ、言葉においてのみ〈秘匿されてい

ないこと〉もあることになり、この〈秘匿されていないこと〉をハイデガーは芸術一般の

基本的な特徴として理解しようとする。［ここにおいて、］「真理を作品の内へと据える」

のは、詩作なのだということが明らかになる。というのも、「真理を作品の内へと据える」

のは、ただひたすら詩作のみであるのに対して、他方、「建築することや造形すること」

は、「芸術作品の根源」が言うように、「いつもすでに、そしていつもただ、〈言いあらわ

し〉と命名における開けたところにおいてのみ」生起するからだ17。以上からするならば、

神殿とは、たかだか二級の芸術作品である。ハイデガーに従うならば、神殿によって真理

を作品の内へ据えることは不可能なのだ。というのも、ハイデガーの真理理解に拠れば、

神殿はただ真理の内に立つだけだからである。それも、この真理が―詩人的に―作品

の内へと据えられるとき、ただこのようなときにのみ神殿は真理の内に立つからだ。ハイ

デガーはあらゆる芸術を評価判定するために芸術を規定しようとしたのだが、［その実、］

こうした芸術の規定は、詩作による或る［限定された］規定となってしまっているのだ。 

 

                                                        
15 Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, GA 5, 28 
16 Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, GA 5, 61.  
17 Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, GA 5, 62.  
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二． 

 

この帰結を、しかし欠点と見る必要はない。この帰結は重荷を軽減することさえできる

からだ。つまり、ハイデガーによる詩作としての芸術理解や、この理解に付随する民族史

的な前提に結びつくこと無く、いまや建築作品の芸術性について問うことができるという

ことだ。神殿は建築作品であり何も模写しないこと、しかしにもかかわらず芸術作品であ

ること。このことを、大地を出現させる神殿の世界開示的性格により説明する必要はもは

やない。こうした説明が牽強付会であり、理路整然としているとは言い難いということか

らいっても、その必要はない。本当に芸術では「或る歴史的民族に彼らの世界が立ち現れ

る」のだとすれば、次のようなことはどのように理解すべきなのだろうか。すなわち、芸

術作品というものは、他の国々や歴史的文脈においても理解されることができ、それゆえ

芸術は国々を超えていく世界芸術なのだということ、このことをどう理解すべきなのか。

ここで世界芸術というのは、「芸術作品の根源」での世界理解とは全く異なる意味である。

更に、芸術作品が［国々を超えていく］世界芸術ならば、［ハイデガーが言うような］風土

が建築作品により出現するというような仕方で、風土がそこに憩う草花や生きものととも

に―その本質からして「故郷的な」―根拠となるというようなことが、一体どのよう

に可能になるというのだろうか。なにしろ、このようなことはいわば異郷でも、どこであ

れ、建築作品が建築作品を取り囲むものを特有の仕方で出現させるところではどこでも経

験可能だ。［したがって、］ハイデガーが芸術作品の開示性格について「世界」と「大地」

に鑑みて述べることは、納得のいくものではないのである。  

 

ハイデガーの強引な歴史哲学からは距離を置くべきだとしても、ハイデガーが記述した

ような仕方で神殿に着目することをやめる必要はない。そうではなくて、［歴史哲学から

は距離を置くことで、］眼差しはむしろ自由に開かれるという可能性を持つ。そして、［眼

差しが自由になったあかつきには、］記述的に明証的な事柄を、すなわち、ハイデガーが

考えを重ねた、いうなれば現象学的実体を我々は見るのであり、このことによってまた同

時に建築作品としての神殿を我々は見るのだ。［記述的に］明証的であるのは、建築作品

の中には［たしかに］包み込む
．．．．

ことができる作品があるということであり、ハイデガーが

念頭に置く建築作品は、［まさに］包み込むのだ。つまり、それは眼差しから逃れるものを

匿う。すなわち、そのように眼差しから逃れるがゆえに、ただ包み込み匿うという建物の

性格によってのみ、現にあるもの、そのようなものを建築作品は匿う。包み込むもの自身

が、自らの周囲という開けた所へと放射し、自らの開けをいわば強化するという仕方で。

次に明証的であるのは、建築作品の周囲をなす全てのものに、建築作品によって何かが生

じるということだ。これは、建築作品を起点にして見るならば、ハイデガーが言うように

「一切のものが別様にわれわれに向かってくる」18ということである。［しかし、次の点で

は］ハイデガーのように言う必要はない。すなわち、建築作品―これは芸術作品に他な

                                                        
18 Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, GA 5, 29.  
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らないが―こうした建築作品の周囲をなす全てのものが「際立った形態へと」はじめて

達し、「こうして際立った形態へと達することで」［建築作品の周囲をなす全てのものが、］

それ自身「として」はじめて「出現」するのだということ、このようなことを言う必要は

ない19。これは誇張しすぎというものである。海（うみ）と陸（おか）、草花と生きものは、

建築作品に拠らずとも際立った形態をとることができる。どんな場合でも、海（うみ）と

陸（おか）、草花と生きものは建築作品の周囲にあるときにのみ、それであるところのも

のとして認識可能になるというわけではない。とはいえ、建築作品によって、海（うみ）

と陸（おか）、草花と生きものは［建築作品がない場合とは］異なった仕方で現れる。それ

はひとえに、それらが建築作品の周囲に属しており、この建築作品が、たとえばハイデガ

ーの神殿が岩盤に聳え立つように、それ自身の仕方で自らを示すからなのである。  

 

以上から次のことを容易に見て取ることができる。すなわち、開けと包み込まれている

こととの間にある緊張と、自らの周囲への建築作品の放射、この二つの事態によって、建

築作品の空間性
．．．

が呼び掛けられているということだ。建物とは、何かを受け入れ、包み込

むことのできるものであるが、こうした建物は、多少とも限られ閉ざされた空間だ。それ

ゆえ建物とは、そのように限られ閉ざされた空間として建てられることで、程度の差はあ

れ、空間が或る刻印を帯びて現実化することなのだ。このような意味での建物によってこ

そ、多少とも明確な刻印を帯びて、内
．
と外

．
が区別される。だからこそ、内と外との区別が、

〈開け〉と〈包み込まれていること〉との緊張となることもまたあるのだ。［このことが意

味しているのは］建物があるということによってこそ、建物の周囲
．．

、すなわち空間もまた

はじめてある［ということだ］。空間とは、建物という［或る刻印を帯びた］空間を通じて

規定されるのであり、その結果、空間に現れるものは全て［ひとしなみに］、建物の空間規

定にしたがって現れることになるからである。  

 

以上が記述的に明証的な二つの事柄であるが、ここにもう一つの事柄が付け加わる。す

なわち、ハイデガーの神殿がそうだったように、建物が何かを含み込むものの、直接的な

建物への到達接近に対しては閉ざされているということ、このことだけを建物が包み込む

ということは意味しているのではないということだ。建物というのは、ほとんどの場合、

そこへ人が立ち入るということに対しても開かれている。ゆえに、建物は、程度の差はあ

れ、その建物が許容する範囲で、その内に佇み過ごすことのできる空間を与える。このよ

うにして建造物が開示するのは、実際、歴史的世界では決してない。これは、既に述べた

ように、誇張のしすぎというものだ。その理由は一つには、歴史的世界とは、複数の世界

であり、ハイデガーが考えるよりはるかに複雑で、諸世界間の境界は、彼が考えるより曖

昧だということである。また他方では、建物が或る一つの「世界」に空間を与えるという

のは全く不可能であり、建物はむしろ、多かれ少なかれ極めて限定された、世界と生の特

有な可能性に空間を与えるからだ。このことは、全くもって異なった仕方で実現されるこ

                                                        
19 Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, GA 5, 28.  
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とが可能だ。だから、かなり合目的的であったり、それほど合目的的ではないということ

もあり得る。だが、空間の多様な与え方が、合目的性に叶った規定に同化してしまうこと

がないということもあり得る。いかにして建造物は、合目的性と非合目的性の彼岸で空間

を与えるのか。この問いは、建物が持ち得る芸術性を解明するための鍵となることだろう。

「接合し」「集約する」建物、こうした建物が中にはあるということ、このことはその通り

かもしれない。とは言え、〈接合されたもの〉と〈集約されたもの〉がただちに―「支配

する広がり」として民族史的に理解された世界である―「あの軌道連関の統一」となる

必要がないのはもちろんのことである。〈接合すること〉と〈集約すること〉は神殿などの

宗教的建築物のために特別に取っておかれる必要はない。〈接合すること〉と〈集約する

こと〉は、全くもって日常的でありながら、それでも平凡ではないということがあり得る

のだ。 

 

 

三． 

 

このことは、二つの事例に即して明確になるだろう。第一の事例は、ハイデガーの事例

にも、とりわけうまく接続するものだ。なぜなら、この建築はギリシアの、あるいはまた

ローマの神殿建築を［いわば］引用しているからだ。個別事例に基づくことのないハイデ

ガーの神殿は、場合によっては彼の想像の産物に過ぎぬということもあり得る。こうした

ハイデガーの神殿とは異なり、［これから見る］第一の事例は［実際に］建てられており、

現場で体験できるのが強みである。それは「シラーの丘」と呼ばれるネッカー川を見下ろ

す丘の上だ。「チッパーフィールド・アーキテクツ」［という建築事務所］のアレクサンダ

ー・シュヴァルツがデザインしたこの建物

は―マールバッハのドイツ文学資料館の

一 部 を な す ― 現 代 文 学 館 （ das 

Literaturmuseum der Moderne）だ。まず、遠

くからこの建物を眺めると、柱が間隔を空

けて立っているのが見える（図 1）。古代様

式が採用されているが、古典の模倣という

趣は少しもない。模倣ではなくむしろ、柱

のかたちは［古典様式とは異なり］細く角

張ったものに［いわば］翻訳されているし、

さらには建築用コンクリートに翻訳されて

おり、こうした柱のかたちは、格子模様のように、建物の台座［＝一階部分］でも繰り返

されている。［建物の一階部分では、格子模様をなす］柱と柱のすきまは、コンクリート壁

でふさがれているところもあれば、背の高い細窓があるところでは開かれており、同じく

背の高い木製ドアがあるところでは、開閉可能だ。この土台の上に聳える神殿様の建築、

図 1 
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即ち角灯［型の建物］が、文学館の玄関

ホールだ（図 2）。玄関ホールに足を踏み

入れると、この建築作品の周囲に同時に

居ることになる。なぜなら、建物の外部

である周囲が、巨大な窓越しに建物の内

部から見えるようになっているからだ。

けれども、玄関ホールから階下へと通じ

る階段を降りると、外は見えなくなり、

最終的には日の光さえもなくなる。その

先にある展示室では、展示物を保護する

ために照明はかすかにしか使われておら

ず、展示室の壁は暗色の木材パネルで覆われてい

る（図 3, 4）。かすかな光のもとで目を慣らす必要

があるが、それだけいっそう注意深く展示物を見

ることになる。［そこに］現にあるのは、我々が佇

む空間だ。この空間は、殊に、この空間に課せられ

た制限のもとで体験される。室温 17 度以下、窓は

なく、薄明のもと見えるか見えないかというほど

である。けれども、このように制限されているから

こそ、事柄のそばに、展示物のそばに―展示室

が展示物を匿うがままに、そのように匿うことに

おいて展示物に出会わせるがままに―我々は居

合わせることができる。 

 

現代文学館は、［ハイデガーの神殿のように］歴

史的な命運を接合し集約するということはないし、

ましてや近代ドイツ文学および近代ドイツ文学史

の命運―この歴史的命運は種々の書類や書籍、原

稿に堆積しているのだが―を接合し集約すると

いうようなことはない。この建築は、アレクサンダ

ー・シュヴァルツが言うように「20 世紀について

思いを巡らしてなどいない」のだ。「この建築は［他の］何も象徴しない。この建築は、む

しろそれがあるところのもの［だけ］を意味している」20。この建築は、或る場面を演出

                                                        
20 Alexander Schwarz, Bausteine erzählen. Ideen zur Architektur des Literaturmuseums der Moderne in Marbach 

am Neckar, in: Marbach. Schillerhöhe. Hundert Jahre Architektur für Literatur, Marbacher Magazin 103, 
Marbach am Neckar 2003, 56-75. 

図 2 

図 3 

図 4 
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するということは決してなく、むしろ建物の中で見

て取られることを、たんに見えるがままにしている

というにすぎない。だが単に見えるがままにしてい

るというだけではなく、建物へとのびる道を、現代

文学館は接合し、集約してはいる。「シラーの丘」に

ある他の建物を通り過ぎつつ目を転じれば、ただ牧

歌的と言うだけではこと足りぬネッカー谷が広がり、

道は建物の外から内に通じる。階下の展示室へと導

くこの道は、ここからまた［大きな］窓が穿たれた部

屋へと至る（図 5）。この窓部屋と展示室は一続きに

なっており、展示品に傾注していた視線はここで暫

しの休息を得る。この建物は、建てられることで［建

物それ自身としての］空間をなす。この建てられた

［建物それ自身としての］空間は、そこに建物が建て

られた［建物の周囲の］空間を規定する。このような建物は佇み
．．

の可能性なのだ。この佇

みの可能性は多様に分節化されるが、この分節化において接合し集約される。なるほど、

こうした佇みの可能性は、文学館という建物の特徴により、予めお膳立てされているので

はあるが、しかしだからといって、佇みの可能性が、文学館によりあらゆる点で確定され

ているというわけでは決してない。［そうではなく、］現代文学館という建物は、そのつど

特有な、個々別々の可能性へと開かれた自由空間をあけわたす。こうした［そのつど特有

な、個々別々の］可能性とは、建物の内やその周囲に佇む可能性であり、この［佇みの］

可能性は、現代文学館という建物を核として集約されている以上、この現代文学館という

建物に属する可能性なのだ。デイヴィッド・チッパーフィールドは、彼の建築方針を次の

ように要約している。「私たちの建物は、設計図には入らない空間を、どのようにしてそ

の建物が持つ量感に取り入れることができるかということを探求している。中庭やテラス、

柱廊といった空間を用いるのはこのためだ。こうした空間は、内と外を相互に結びつける

ことができ、このことが建物を拡張する」。そうすると、外部空間が「言わば、空間処理の

新たな要素として、内部空間につけ加わるのだ」21。 

 

                                                        
21  David Chipperfield, Theoretical Practice, zitiert nach Alexander Schwarz, Ideen zur Architektur des 

Literaturmuseums der Moderne, 59. 

図 5 
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次に挙げる建物の場合、現代文学館と似かよってはいるが、事態はやはり異なっている。

その建物は、はっきりとした目的、至って実用的な目的を持つ建物、つまり、会議やセミ

ナー、ミーティングを行うための場所である。この建物

は、ヴァイル・アム・ラインにある家具会社ヴィトラ

（Vitra）の敷地［＝ヴィトラ・キャンパス］の中にある。

草原に立つこの建物は、桜の老木に囲まれている。日本

を飛び出した安藤忠雄がはじめて手がけた建築だ。手前

にある道をつたって―工具を巨大化した彫刻（クレ

ス・オルデンバーグ／クージ

ェ・ファン・ブリュッヘン作）

のそばを行き―この建物に

近づいても、はじめはほとんど何も目

に留まらないだろう（図 6）。草原の向

こうに平べったく伸びているので、桜

の後ろにこの建物は姿を隠しているか

のようだ。建物へと向かう道は狭く、複

数で行く場合には、一列にならなけれ

ばならない。これほど狭いのには理由

があるのだ。この道を行くと、コンクリ

ート壁の片隅に辿りつくが、この片隅に

到達するならば、そこからはじめて、コ

ンクリート壁が仕切りとなっ

て、建物の入り口側を庭の塀の

ように囲んでいるのが見えてく

る（図 7）。鋭角に曲がる道に従

って進んだならば、そこには壁

沿いに石床の狭い道があり、こ

れが同じく狭い玄関扉に通じて

いる。［玄関扉から入ると、］小さ

なエントランスホールに到着す

る（図 8）。このエントランスホールから、

複数の会議室が枝分かれしている（図 9, 

10）。エントランスホールに立つとはじ

めて、この建物が地中に突っ込んでお

り、建物の道路側に面して、コンクリー

ト壁が囲繞する中庭が地表深くに普請

されているのがわかる（図 11）。エント

ランスホールからロトンダ［＝丸天井の円形広間］（図 12）で階

図 6 

図 7 

図 8 

図 9 

図 11 

 

図 10 

図 12 
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下へ向かい、カフェテリアを経てこの中庭へと辿り着くと、中庭を

取り囲むコンクリート壁の間から、真っ青な空と桜の木の冠がと

び込んでくる（図 13）。  

 

安藤によるこの会議施設はあまり大きなものではないが、にも

かかわらず空間が広々と感じられる。これは空間の多様さと、空間

の脱中心的で分散的な配置によるものだ。自分が佇んでいる空間

を、建物全体との関係で位置づけることの難しさ、この難しさが空

間の脱中心的で分散的な配置

［の意味］をわけても物語るものだ。建物の中にいる

と、建物の平面図は複雑極まりないものに思えてくる。

実際、この建物の平面図は、建築図面や航空写真によ

ってはじめて、はっきりと把握することができる（図

14）。しかし、にもかかわらず、この建物の体験は複雑

なものではない。事実、この体験が混乱した印象を与

えることはない。これは確かに一面では、その空間が、

空間断面の多種多様さ

にもかかわらず、統一的に形態化されているということによ

るものだ。建物の内外を等しく印づけるのは、安藤の建築に

特徴的な、大理石のように精巧に磨き上げられた打ちっ放し

コンクリートである（図 15, 16）。床は木製で、会議室の壁も

部分的に木製パネルで覆われている。しかし、こうした［具

体的な］形態が持つ統一性にも増して重要なのが、空間の脱

中心的で分散的な配置である。ただ空間の中にいるのだとい

う印象に導くのは、［形態が持つ統一性ではなく、］まさにこ

の脱中心的で分散的な配置なのだ。部分へと分けられてはい

ても［元来］統一的なものとして構想されている、そのよう

な建築空間がなす構成体として、この建物は現れるわけで

はない。そうではなくて、もろもろの空間の相互的

な〈移行転調〉と、この移行転調により可能になる

［空間の］〈透過〉と〈透視〉において、この建物は

空間の遍在
．．

として現れるのだ。だからこそ、安藤の

建物の中に佇むことは、とりわけ明白かつ端的な仕

方で空間的なのだ。したがって、この建物の内に佇

んでいると、常に新しく生み出される状況に我々は

取り込まれてしまう。だが、同時に我々は、佇みの

可能性が変動可能であるがゆえに、自由に開かれて

いる。安藤の建築は、全ての可能性が空間の可能性

図 13 

図 14 

図 15 

図 16 
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そのものとして開示可能であり得る、充溢した空間的可能性を具える。というのも、この

空間的可能性は、［部分から］構成されるのではないし、そのようにして過剰につくりあ

げられてはいないからだ。こうした［空間可能性の］併存に、安藤は、自らの建築の本質

と、そして言うまでもなく伝統的日本建築の本質を見て取っていた。日本建築は部分から

出発するのであって、論理的に組み立てられた構成の原理、すなわち全体を統合するもの

から出発するのではない 22。これと同じ姿勢であり方法を、安藤はヴェネツィアの建築家

カルロ・スカルパの作品に認める。カルロ・スカルパの作品は、マスタープラン
．．．．．．．

［＝全体

計画］から決定されているわけではないため、部分が全体から枝分かれして成立するとい

うわけではない。むしろ、彼の作品においては、部分から「形」が与えられ、それらの部

分、要素が完全に自立しながらも、破綻する一歩手前で踏みとどまり、不思議と全体で調

和している23。［重要であるのは、］このような描写は、ヴィトラ・キャンパスにある［安

藤の］会議施設にもすっかり当てはまるものだ［ということである］。茶庭のような草地

を越え続く道、この道に導かれて建物の中に入ると―会話を阻む［ほど細く］長い道が

そうさせるのであるが―ふと落ち着いた気分になる。このように落ち着いたとき、様々

な建築空間において、ただひたすら空間にあるということが叶うのだ。  

 

 

四． 

 

さて、ここで再び建築作品の芸術性を問うことにしよう。或る建築作品を芸術作品にす

るのは、歴史的な意味を樹立することでも、建築作品の合目的性でもないのならば、一体

何が、或る建築作品を芸術作品にするのだろうか。安藤の建築は［会議、セミナー、ミー

ティングなどを行う］仕事場であり、歴史的意義を持つという嫌疑からはそもそも自由で

ある。また現代文学館はといえば、その控えめな表現
．．．．．．

が、いかなる歴史的な主張も許さな

い。というのも、［両建築にとり］大事なのは展示品を収蔵し匿うことに他ならず、ふさわ

しい仕方で展示品に触れ合うことを可能にするということだからである。これを超えたこ

と、すなわち、展示品をどのように理解することができるかについては、建築が決めるこ

とではないのだ。［歴史的意味のこうした拒絶とは］対照的に、安藤の建築と文学館は、合

目的的ではある。しかもあまりに甚だしくそうなので、その合目的性がすぐわかるほどだ。

しかしながら、両建築を卓越した建築にしているのは、合目的性以上に、その透明性であ

る。この透明性において［こそ］両建築は、両建築が存在するところの空間をまさに存在

                                                        
22 Tadao Ando, Conversations with Students, translated and edited by Matthew Hunter, New York 2012, 20: 

„Drawing from a tradition of  craftsmanship and harmony with nature, Japanese architecture originates from 
the part. In contrast, Western architecture reflects the philosophy of  a logically assembled composition or 

totality.” 「日本の建築が伝統に支えられた技巧や感性を頼りに部分から出発するのに対して、西洋

建築は論理的に組み立てられた構成の原理、すなわち全体を統合するものがあって部分が展開し

ていく」（安藤忠雄『建築を語る』東京大学出版会、1999 年、11 ページ）。  
23 Ando, Conversations with Students, 69: „From the parts come form, and while these parts or elements are 

completely self-sustaining and remain on the verge of  separation, they mysteriously maintain balance as a whole.” 

「〔…〕部分から「形」が与えられ、それらの部分、要素が完全に自立しながらも、破綻する一歩

手前で踏みとどまり、不思議と全体で調和しているというものです」（同上、227 ページ）。  
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するからである。あらゆる建築にあてはまることが、安藤の建築と文学館には殊の外顕著

にあてはまる。すなわち、一般には関心を惹くことのない空間そのもの、この空間そのも

のを、建てることで形態化するということ、このことが両建築には顕著にあてはまるとい

うことだ。両建築は特別な仕方で建築であるがゆえに、安藤の建築と文学館は特別な建物

なのである。両建築は、そこにおいて、そしてそこへと建築が建つ、その空間そのものを

経験可能とする点で、特別な仕方で建築である24。［すなわち、］安藤の建築と文学館は、

建物の本質をなす、あの特有な二重性における空間の経験を開示するのだ。この二重性に

おける空間の経験とは、［建物の周囲として］見出される場所と、［建築として］創造され

る場所が、お互いに規定し合いながら、お互いの内にあるというようにして、場所が場所

に即しているということを意味する。すなわち、場所が場所に即しているという事態を成

す一方の契機［＝建築として創造される場所］は、佇むために建てられた、自由に開けた

空間である。この自由に開けた空間は、都市や風景が持つ自由に開かれた空間を自らのた

めに必要とし、好機に恵まれた場合には、都市や風景が持つこの自由に開かれた空間に真

価を発揮させ、建築作品をもたらす。場所が場所に即しているという事態を成す他方の契

機［＝建物の周囲として見出される場所］は、限定された広がりである。これは、都市や

風土、大地や天空の水平的垂直的広がりへと位置付けられる［という意味において限定さ

れた広がりである］。そして、［広がりが］このように［限定され］位置付けられることで、

都市や風土、大地や天空の水平的垂直的広がりは、［はじめて］把握可能となる。こうした

［空間の二重性を経験させるような］芸術作品である建物は、たんに建物である。それ以

外でもそれ以上でもない。芸術かくあるべしという要求を満たすために、彫刻的絵画的特

質を披露せねばならぬといったことはない。「芸術かくあるべしという要求」から成立す

る建築はほとんどの場合、尊大である。このようなことなしで済むような建物、そうした

建物は、芸術作品ではそもそもあり得ないという定めを持つ
．．．．．．．．．．．．．．．．．

。こうした建物は［ただ］あ

る、そのような定めをもつことなく。 

 

 

五． 

 

このことは次のようにして芸術一般に転用できないだろうか。すなわち、或る作品が、

作品であるかどうか、つまり何か他のものに見せかけていないかどうかということに従っ

て、さらに或る作品が、先に記述された建築作品のように、或る佇みを可能にするかどう

かということに従って、芸術作品の芸術性を判定するということである。こうした佇みは

たんに佇みであり、そうした佇みは、そのようなものとして特定の意図や関心によって規

定されるのではく、むしろ本質的に、自由な沈思黙考の可能性によって規定される。例え

ば或る絵画がこのような意味で絵画であるのは、その絵画が「模写する」のかそうでない

のかということとは些かの関わりもない。模写的な絵画も非模写的な絵画も芸術作品であ

                                                        
24 Dazu ausführlicher: Günter Figal, Unscheinbarkeit. Der Raum der Phänomenologie, Tübingen 2015, 209 -238. 
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り得るし、あるいはまた、芸術性を持たない拙劣な絵であり得る。それを目の前にして、

上述の建物におけるような佇みが許される、そうした絵画があるとして、このような絵画

が芸術作品であるのは、次の点に存するということを、多くのことが示している。すなわ

ち、その絵画それ自身が、その絵画それ自身として、そうした佇みを可能にするというこ

とである。 

 

もしそうであるならば、ある絵の芸術性は、その空間性を考慮せずには、適切に記述さ

れ得ない。芸術作品たる絵画は、延長によってのみ空間的特徴を持つのではないし、絵画

が空間の奥行きを、どのようなものであれ描写するということによって空間的特徴を持つ

というのではない。むしろ絵画は、建築と同じく、本質的に次の点で空間的なのだ。すな

わち、絵画が出現し現にあるためには、絵画は隔たりを保ち、一定の距離を要求するとい

うこと、この点で絵画は空間的なのだ。あるいはまた、絵画は隔たりと近さとの戯れにお

いてはじめて姿を現すということ、この点でも絵画は空間的である。このようにして、絵

画は見えるようになるということにおいて出現することで―この出現は沈思黙考しつ

つ見ることにより経験され確かめられるのだが―まったくたんに絵画である。これは建

物が、人が自由にそこで佇むということにおいて、ただ建物であるというのと同じである。

同様のことは音楽にとっても示される。音楽というのは鳴り響くために空間を必要とする

というだけでなく、それが鳴り響くということにおいて空間的だ。そしてまた詩のテクス

トも同様である。詩のテクストというのは、安藤の会議施設のように、全体を理解するた

めには、ある全体として受け止めねばならない。［そのためには］全体は、部分部分が多様

な仕方で呼応するということにおいて成立している［ということを理解する必要がある］。

空間的であるのは、テクストもまた同じであるが、詩のテクストは、次の点で格別にそう

である。すなわち、詩のテクストのあらゆる部分部分は、［お互いが
．．．．

］併存して
．．．．

、現にある

ということだ。つまり、我々は［詩を］読みながら、建築物をたずね歩くときのように、

こうした併存の中で動いている。そしてこの際、こうしたことが共属性に規定された一つ

の併存であるということを、一つの全体でさえあるということを、我々は知っているのだ。 

 

絵画の空間的な経験においては、絵画はただ絵画として受けとめられる。つまり絵画は、

見えることとして受け止められる。見えることとは、見ることへと現象するということで

あるが、これは、聞こえてくる音楽を、その聞こえてくることにおいてまさに受け止める

ことができるということと同じことである。或るテクストを、構成原理からは導出不可能

な部分部分［の結びつき］の全体として理解することにより、このテクストをただテクス

トとして人は受け取るのである。絵画や楽曲やテクストに、それらが何を「描写している」

か、あるいは意味しているかということへと問い尋ねるのではなく、［つまり、］それらが

何を表現しているかということへと問い尋ねるのではなく、絵画や楽曲やテクストをそれ

自体として人は受け取るのだ。このような仕方で、すなわちその原初的な現れにおいて、

絵画や楽曲やテクストをいつも受け止めるべきである。そうしてこそ、絵画が［単に観賞

するというのではなく、］見ることに耐えるかどうか、楽曲が聞くことに耐えるかどうか、
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テクストが読むことに耐えるかどうかということが明らかになるのである。このことが意

味しているのは、絵画や楽曲やテクストの原初的な現れが十分に強烈であるかどうかとい

うことが明らかになるということである。原初的な現れの稠密さに欠ける絵画や楽曲やテ

クストだけが、そこから芸術的な資格を獲得するのだという口実で、何か他のものを必要

とするのだ。この他のものが、絵画・楽曲・テクストの意味や表現の特色であろうと何で

あれ構いはしない。そのような類の作品は、決してほんとうの芸術作品ではなく、ただそ

う言い張るだけである。 

 

以上の考察が明白な理解へと導くものだとすれば、芸術の芸術性が、とりわけ建築から

問われるということが可能となるだろう。この問いは、事象に即した問いとなろうし、事

柄の解明を見込んで問われることとなろう。というのも、この問いはそもそもはじめから

「模写する」芸術として理解することができない、そうした芸術作品［＝建築］に導かれ

ていたからだ。［だが、この問いが意味を持つのは、］ギリシアの神殿についてハイデガー

が考え抜いたことが、事柄の解明に資する限りにおいてである。なぜなら、芸術作品が現

れる事態から芸術を理解するという道行き、この道行きを歩む上で、ハイデガーの考察は

重要な一歩だからである。だが、歴史的意味の樹立を芸術に担わせ、言語的なものに芸術

を縛り付けることで、ハイデガーはこの道行きから離れる。詩作だけが、真なる、という

ことは根源的な芸術作品であり得るのだと褒め称えるために。これは明白な理解へ導くも

のではない。ハイデガーが芸術について考え抜いたことを真剣に受けとめること、このこ

とが意味しているのは、芸術に関する彼の考察に追従しないということだ。建築が芸術一

般を理解する鍵となり得るという洞察が現実のものとなるのは、むしろ別の仕方によって

だ。すなわち、芸術の空間性について考え抜くこと、したがって空間について考え抜くこ

とによってなのだ。 

 

 

Günter FIGAL 

„Ein Bauwerk, ein griechischer Tempel, bildet nichts ab.“ 

― Überlegungen zur Architektur im Anschluss an Heidegger  
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ハイデガー芸術論の射程 

―「対をなすもの」の問題系から― 

 

小林 信之（早稲田大学） 

 

 

はじめに 

 

存在と存在するもの、真理と非真理、根源性と頽落、世界と大地等々、ハイデガーの思

惟は対をなすものによって支えられているようにみえる。だが、この関係は非対称であり、

一方を他方に還元しうるわけでもなければ、図と地のような、前景化と潜在性の関係でも

ない。このように、対をなすものにむけられた特異な思惟の本性に着目し、それと対決す

ることが、ハイデガー解釈において大きな意味をもつように思われる。しかし、とくに芸

術をめぐる言説においては、いわばハイデガーによる公式の概念規定に、対をなしてまと

わりつく分身（double）が重要であり、たとえばデリダも『絵画における真理』において、

とくにエルゴンとパレルゴンという対概念を軸とする議論を展開している。  

以上のような展望のもとに、本論の課題をなすのは、ハイデガーが「芸術作品の根源」

やニーチェ講義において切り開いた地平を、とくにデリダら現代フランス哲学による読解

を参照しつつ、いまいちど検証してみることである。そのさい主題化されるのが「対」を

めぐるテーマであり、始原をたえず二重化する思惟の運動である。つまりハイデガーの言

説に畳みこまれた襞の二重性（Zwiefalt, duplicité）を展開し、芸術をめぐる思惟の痕をたど

りつつ、その可能性の射程を測ること、そしてデリダらの視点から照らしだされたハイデ

ガー芸術論のもつ意味を背面から暴き示すことである。  

具体的には、アイステーシス、作品、詩作という三つの契機に着目し、その各々に関し

て、ハイデガーを機縁にくりひろげられた議論を吟味していきたい。  

 

 

1．アイステーシス 1 ―無関心性とおぞましさ 

 

1－1 カントの無関心性とハイデガーによるその存在論的解釈  

カントは『判断力批判』の美の分析論において、美を無関心性から把握する規定を展開

                                                        
1 アイステーシスをめぐる問題に関しては、これまで以下の拙論で主題化してきた。本章はそれら

の議論をふまえたものである。  

-「アイステーシス  ―感性論としての美学をめぐって」、東北大学大学院文学研究科  美学・西洋

美術史研究室、第 62 回美学会全国大会・シンポジウム記録『たそがれフォーラム発表報告集』（電

子版）、2012. 

-「秋来ぬと風の音にぞ  ―アイステーシスと生活世界」、早稲田大学総合人文科学研究センター

『WASEDA RILAS JOURNAL』NO. 1、2013. 

-「美の非情性」、日本美学研究所編『エステティーク』第 1 号、2014. 

-「アイステーシス再考」、早稲田大学哲学会『Philosophia』第 103 号、2016. 
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している。あるものが美しいかどうかが問われる場合、重要なのは、そのものの実在がわ

たしたちにとって関心事であるかどうかではなく、あるものを単に眺めるだけという態度

（観照ないし直観）においてわたしたちがどのようにそのものを判定するかということで

ある2。つまりわたしたちが実在の対象に対してまったく無関心であり利害関心を離れて

いる（ohne Interesse, interesselos, uninteressiert）にもかかわらず、この対象の単なる表象が

わたしたちにある種の純粋な満足感をもたらすことがありうるのであり、そのような純然

たる適意ないし満足（reines Wohlgefallen）こそがある対象を｢美しい｣とみなす場合の唯一

の根拠なのである。  

無関心性という、この、いわば否定的な美の定義は、しかし実際にはきわめてポジティ

ヴな規定をふくんでいる。この点に関して、ハイデガーの言葉をかりれば、つぎのように

言いあらわすことができる。  

 

あるものを美しいとみなすためには、わたしたちは、わたしたちに出会われる対象そのものをそ

れ自身として純粋に、その対象自身の品位と尊厳において、現前させねばならない。わたしたち

はあらかじめ、何か別のものを、つまりわたしたちの目的や意図を、あるいは享受や利益の可能

性を、顧慮しつつ、ある対象を計算してはならない。 3 

 

カントによれば、このように美しいものへとかかわるわたしたちの態度は、 freie Gunst

（自由に、とらわれなく、あるものに好意をいだき、そのままに許容すること）と呼ばれ

る4。つまりわたしたちは、わたしたちのまえに立ち現れるものをあるがままに解き放ち、

それがわたしたちにもたらす事柄をその通りに許容せねばならない。そして、このように

無関心的な適意ないし満足にもとづいてあるものを美しいとみなす判断が趣味判断と呼

ばれることになる。この趣味判断こそ、利害関心を離れた純粋な観照や直観において、あ

るものを判定する本来の美的（ästhetisch）な判断なのである。  

いずれにせよ以上のように、何らかの関心にむすびつくあらゆる｢内容｣を美の概念から

除きさり、ひたすら美を｢形式｣的なものとみなすことでカントが企てたのは、美の普遍性

を保証し、それを批判哲学内に位置づけることであったといえよう。ここにはあくまで啓

蒙主義の時代に生きたカントの立場をみてとることができようし、普遍的人間性に対する

カントの揺るぎない信頼をみいだすこともできるかもしれない。  

このようなカントの議論をふまえてハイデガーはつぎのように問いかける。カントによ

れば美に対する態度とは、｢とらわれなく自由に、あるものに好意をいだき、そのものを

許容すること（freie Gunst, freies Gönnen）｣であるとされたが、そのように美しいものをあ

るがままにあらしめること（Seinlassen des Schönen als das, was es ist）が、関心の欠如とし

て、はたして意志の放棄であり、いわば無頓着なのであろうか。むしろこの  freie Gunst と

は、わたしたちの本質に属する最高度の努力ではないのか。そしてそれは、固有の品位を

                                                        
2 I.Kant, Kritik der Urteilskraft , §2. 
3 M.Heidegger, Nietzsche I, Pfullingen, 1961, S.129. 
4 I.Kant, op.cit., §5. 
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もった物が純粋にそれをもちつづけるように、わたしたち自身をその物へと解き放つこと、

そしてその物を明け渡し（freigeben）、その物をそのままにあらしめること、ではないのか。

だとすればカントによる無関心性の規定は美的態度の偉大な発見であり、その正当な評価

ではないのか5。 

けっきょくハイデガーがこのように問いかけることで示そうとしているのは、関心を除

去することによって対象へのあらゆる本質的関係もまた廃棄されてしまうとする考えが

誤りであること、むしろ逆に対象そのものへの本質的関係は無関心によってこそ開始され

るのだということ、である。｢無関心｣において初めて対象が純粋な対象として立ち現れる

ということ（ in-den-Vorschein-kommen）、そしてそのように立ち現れることこそが、伝統的

に「美」と呼ばれてきたものであるということ、ハイデガーの主張はまさにこの点にある。

語源的にみれば、ハイデガーのいうように美しい（schön）というドイツ語は、そのように

立ち現れる輝きのうちに現象すること（das Erscheinen im Schein solchen Vorscheins）を意味

している6。 

以上のようにハイデガーは、カントのいう  freie Gunst （物へと開かれ、物をそのままに

許容する態度）が、むしろ最高度の関心、日常的な利害関係を離れた最高度の努力にもと

づいていると考える。いいかえるとハイデガーは、｢関心｣という概念に異なった二通りの

次元を区別して、カントの美的態度の解釈を企てているように思われる。つまり対象への

日常的関係性のレベルでは｢無関心｣でありながら、同時に別の次元においては対象へのい

っそう本源的なかかわりが可能となるような経験を、カントの無関心性のうちに認めてい

るのだといえよう。このように否定を介して、より高次な関心の肯定を導きだすような思

考法は、たとえば概念なき普遍性、目的なき合目的性などと同様、カントのもっとも基本

的な思考の様式にかかわるものでもあるように思われる。（この点が次節の論点の一つと

重なってくる）。  

それゆえハイデガーにとって美とは何かを問うならば、純粋に現前し立ち現れることと

しての存在の真理の、いわば別の名前としてのみ意味をもつようなものにすぎないといわ

ねばならない。ハイデガーは、ニーチェ講義とほぼ同時期になされた講演｢芸術作品の根

源｣のなかの、ゴッホの靴の絵を論じた有名な箇所で、つぎのように述べている。  

 

靴という道具が、その本質において単純かつ本質的なものとして現出すればするほど、……それ

だけいっそう直接的かつ魅惑的に、同時に、いっさいの存在するものもまた、よりいっそう存在

する（seiender）ようになる。みずからを隠す存在は、このような仕方で明け開かれている。その

ように明け開く光が、みずからの輝き（Scheinen）を作品のうちに組みいれる。作品のうちに組

みこまれたこの輝きが、美しいものである。美とは、隠れなさ（Unverborgenheit）としての真理

が現成するひとつの仕方である。（GA5, 43）7 

                                                        
5 M.Heidegger, op.cit., S.129. 
6 M.Heidegger, op.cit., S.130. 
7  以下、ハイデガーからの引用は、全集版（Martin Heidegger, Gesamtausgabe, Vittorio Klostermann: 

Frankfurt a.M.）に基くこととし、GA の略号と巻数・ページ数を明記して、直接本文に挿入する。 
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したがって美は、存在の真理と並んで、並列的に現出するのではない。そうではなく真

理がみずからを作品のうちに立てるとき、美が現象する。作品における、また作品として

の、真理のこうしたあり方として、その現象が美なのである。ハイデガーは｢美しいもの

とは真理の生起（Sichereignen）に属している｣と述べている（GA5, 69）。8 

 

1－2 デリダによる解釈（無関心性とおぞましさ）  

 カントが、関心や概念や目的を遮断することで、反省的に、より高次の洞察へとみちび

こうと企てたとすれば、ハイデガーは美的なものを存在論的に解釈することで、形而上学

的概念としての美を存在の思惟のうちへと取りこもうとしたのだといえよう。だが、そう

した試みは、美的なものにふくまれるどのようなメカニズムによって、またどのような解

釈の枠組によって、可能となるのだろうか。デリダを通じてわたしたちは、さらにこの点

に目をむけねばならない。  

 まず美的なものへの関係は、関心や概念を遮断することによって、ひたすら反省的・主

観的に対象にかかわる関係である。こうしたかかわり方は、デリダも指摘するように、存

在するものの現実的存在性格を停止（エポケー）するという意味で一種の超越論的還元と

みなすことができよう。だが、それは、哲学的な態度変更というより、フォルムにのみか

かわりつつ、純粋な快をともなうような、感性的（ästhetisch）な遮断である。デリダはこ

の遮断を、美への服喪的関係（rapport endeuillé）と呼んでいる9。 

 このように関心も概念も目的も「なしに」という表現は、否定的にしか指示することの

できない美的なものの領域の本質性格を強調しているともいえよう。しかもこの場合、単

に無関心・無概念であったり、目的が不在であったりすることだけを意味しているのでは

ない。加えて、「……なしに」という遮断が、ことさらに美的なもののうちに書きこまれて

おり、みてとれるようになっていなければならない。カントは、純粋に美しいもの、自由

な美の例として、非概念的な文様や音楽をあげているが、そうした例に関してデリダはつ

ぎのようにコメントしている。  

 

……唐草文様、純粋な即興音楽、主題も詞もない音楽は、何かを意味しようと、また示そうとし

ているようにみえ、形態上、何らかの目的へと差しむけられている。しかしそのように差しむけ

られ、方向づけられ、みちびかれるその動きが、鮮やかな一撃によって絶対的に遮断される。そ
．

の動きは遮断されねばならない
．．．．．．．．．．．．．．

。その動きがそこから切り離されるものに付着するいっさい〔概

念、関心、目的等〕をことごとく除去しつつ、その動きは、純粋かつ絶対的に遮断されねばなら

ない。そうすることで、自由な美（自由で、浮遊し、束縛されない美）を解放するのである。遮

断されねばならないことによって、詞も主題も〈ない〉ということが、無関係という様態で（し

かも絶対的な無関係という様態で）、目的に関係する。そして遮断されねばならないことによっ

                                                        
8 以上、美と無関心性の概念をめぐるカントとハイデガーの解釈に関しては、下記の拙論において

詳述した。Heidegger und die Frage nach dem Wesen der Schönheit, in:  Aesthetics (edited and published by the 

japanese society for aesthetics) Nr.9, 2000, p.13-24. 
9 Jacques Derrida, La vérité en peinture, Flammarion; Paris, 1978, p.52.（J・デリダ、高橋允昭・阿部宏慈訳

『絵画における真理』（上）、法政大学出版局、1997、p.73 参照。）  
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て、この絶対的な無関係はまた、できれば、これこれの制作物の構造のうちに書きこまれること

が必要である。〈主題なしに〉や〈詞なしに〉における〈なしに
．．．

〉は、もともとそれが属している

のではない物のうちに、現前することも不在であることもなしに、はっきり標記されていなけれ

ばならない。10  

 

 このように遮断が書きこまれ、みてとられるようになっているということは、それが際

だてられ、いわば縁取られ、枠をあたえられており、その枠のなかで眺められているとい

うことである。  

だが、だとすれば、この縁取られ、枠で囲われたもの、美的なものがそこから由来する

ところのものとは何か。それは、ちょうど絵画における額縁のように、「現前することも

不在であることもな」いような二重性をおびている。両義的なもの、枠をあたえるもの、

内にも外にも属するもの（パレルゴン）は、美的なものの源泉でありながら、否定的にし

か示しえないもの、あらゆる現実存在の関係を除き去った純粋な残余を、際だてつつ隠蔽

する。美的なものとはいわば、覆い隠されつつ存立せしめられている空虚であり、「……

なしに」として否定され、把握に対しどこまでも引き退いていくような何かである。  

このような空虚を体系内にとりこもうとするとき、そこに運動が生じることになる。「な

しに」は、関心、非概念的普遍性、目的、共通感、これらを不定のまま、空虚のうちに放

置するが、しかし体系内では、反復の運動によってたえず空虚・空隙は満たされつづけね

ばならない。つまり空虚ではあるが、しかしなお、純粋な快を引き起こしうると想定され

ねばならない。誰にとってでもないが、それはもっとも純粋な快として、残存していると

みなされるのであり、この残余こそ、美の言説を語らせる源泉なのである。  

そして内実を欠いたまま形式的に構築された美的なものが、普遍的な人間性と文化の領

域のうちに位置づけられ、確保されることになる。（そしてカントの批判哲学のうちにみ

てとられた、このような遮断と残余に関するメカニズムは、基本的に、美的なものを存在

の思惟に組みこもうとくわだてるハイデガーの言説にもあてはまるであろう。この点は、

詳しくは次章でみておきたい。）  

 だが、「なしに」という枠（パレルゴン）によって仮構された、純粋な快と美的なものの

領域がほころび、そこから排除され隠蔽されたものが垣間みえることはないのだろうか。

美的なものの純粋な快感情の背後に、まったく対極的な感覚経験、何重もの「なしに」を

へて純化された美的経験によってもっとも遠ざけられた感覚経験が、『判断力批判』のな

かにかすかにその痕跡をのこしている。それはすなわち、嘔吐をもよおさせるような剥き

出しの感覚（おぞましさ）であり、非人間的なものとしてカントが忌避した感覚である。 

 さて、そもそもカントによれば美しいものによってひきおこされる反省の快は、わたし

たちの日常的な関心を宙吊りにし、静的な観照へとみちびくような感情であり、また芸術

とは、自然の産出力のミメーシスとして、そうした美的なものを表現すべく定められてい

る。たとえばカントは、「芸術の卓越性は、自然において醜かったり不快にさせたりする

                                                        
10 Jacques Derrida, ibid., p.113.（J・デリダ、同書、p.160-162. ただし訳文は適宜改めた。以下同様。）  
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ような物でも、美しく叙述するという点にみられる。暴虐や疾病や戦禍なども、災いであ

りながらきわめて美しく叙述されうるし、また絵に描かれうる」11と記している。  

 芸術の自由な表現の力によってもたらされるこのような美化は、合目的的に秩序づけら

れるべき自然の体系性に適合している。しかしカントによれば、ただある種の醜だけは例

外で、この醜にありのままの表現があたえられると、いっさいの美的適意が、したがって

また芸術美が台無しになってしまうという。すなわち「嘔吐をもよおさせるような醜」が

それである。カントはこの醜の特異性をつぎのように説明する。「この、ひたすら想像に

もとづく異常な感覚〔嘔吐感〕にあっては、〔醜悪な〕対象は、わたしたちの精いっぱい

の抵抗にもかかわらず、いわば享受を強いるように表象される。だからその対象を芸術的

に表象しても、ありのままの対象自体とその表象との区別が、わたしたちの感覚において

なくなってしまい、そのような芸術的表象を美とみなすことが不可能となるのである」12。  

ここでは、わたしたちの表現によって美化されることさえ拒む剥き出しの醜悪さが語ら

れている。カントがふと漏らした、この感覚的な、（いわば生理的な）不快感、おぞまし

さへのたじろぎにわたしたちは、『判断力批判』の体系のほころびから、ふいに覗いた外

部をみてとることができるのではなかろうか。  

芸術によってさえ美化されえず、にもかかわらずわたしたちに押しせまってきて、息詰

まらせるおぞましさは、どれほど言葉を連ねてもけっして近づくことのできない夜の暗が

りに呼応しているように思われる。そしてカントが、「嘔吐をもよおさせるような醜」に

ついて語るのも、そこに、哲学的言語体系の枠組にけっして取りこまれることのない領域

を予感したからではなかろうか。  

すくなくとも『エコノミメーシス』を記したデリダは、そうした解釈の可能性を提示し

ている。彼はつぎのようにいう。  

 

〔嘔吐をもよおさせる醜において〕問題になっているのは、消極的価値のひとつ、醜い対象や

いまわしい対象のひとつではない。そうしたものは芸術によって表象されうるし、さらにそのこ

とでイデア化されうる。そうではなくて、この絶対的に排除されたものは、消極的快の対象たる

地位も、また表象によって救済される醜という地位も、あたえられることはない。それは表象不

可能なものであり、同時にその唯一比類なさの点で名づけえないものである。……嘔吐をもよお

させるこのＸは、感性的
．．．

な対象だと告げられることさえできない。そう告げられた途端、目的論

的ヒエラルキーのうちにとりこまれてしまうのだから。したがってそれは感性的なものでも叡智

的なものでもなく、表象されうるものでも名づけうるものでもない。それは体系の絶対的他者で

ある。13 

 

嘔吐を無理矢理ひきおこさせ、享受を強制するおぞましさは、いわば関心を遮断する無

                                                        
11 I.Kant, op.cit., §48. 
12 I.Kant, op.cit., §48. 
13 Jacques Derrida, Economimesis, in: Mimesis des Articulations , Flammarion; Paris, 1975, p.89f.（J・デリダ、

湯浅博雄ほか訳『エコノミメーシス』、未來社、2006、p.88 を参照。）  
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関心性の遮断であり、宙吊りの宙吊りである。わたしたちはここに、動揺の只中で感受さ

れる亡霊、美的なものと対をなし、それに憑きまとう亡霊を、みてとることができるので

はなかろうか。  

以上、カントの『判断力批判』における美的なものをめぐって、そこに枠（パレルゴン）

の構造をみてとることができること、だが同時にそこには美的なものの他者（おぞましさ）

が隠蔽され封じこめられていることをみてきた。このようなパレルゴンは、美的なものに

対してだけでなく、作品に対しても、詩作に対しても現れる。この両者に関して、順にみ

ていくことにしよう。  

 

 

２．作品 ―エルゴンとパレルゴン 

 

『存在と時間』においてハイデガーは、世界内存在としてのわたしたち現存在の分析か

ら、存在の意味を問うことを企てた。そのさい分析の拠点となったのは、わたしたちの身

の回りの環境世界における  Zuhandenes と Vorhandenes の存在様態であった。それに対し

て 1930 年代の言説では、存在の「真理」が直截に語られ、たとえば「芸術作品の根源」で

は、現象学的記述において依拠すべき基点として、作品がとりあげられる。つまりハイデ

ガーは芸術の本質を真理の作品化にみており、真理がみずからを置きさだめる場所、ある

いは存在するものにおいて生起する真理の出来事、それが作品だというのである。存在と

存在するものとの関係（のちに二重襞  Zwiefalt として思惟される事柄）は、ここでは真理

と作品との関係から問われている。「芸術作品の根源」で語られたことの本質は、おそら

く次の引用に凝縮されているだろう。  

 

存在するもののうちへとみずからを納めいれ、そのようにしてはじめて真理になるということ、

このことが真理の本質に属している。だから作品への動向
．．．．．．

（Zug zum Werk）、つまり存在するもの

の只中でそれ自身存在するものでありうるという、真理の或る卓越した可能性としての作品への
．．．．

動向
．．

こそ、真理の本質なのである。（GA5, 50）  

 

 だが、ハイデガーはこのように存在の真理とその作品化をめぐる言説を一通りくりひろ

げたあと、「あとがき」において、「芸術作品の根源」は芸術という謎にとりくむものであ

り、しかもその謎を解くことではなく、ただ目撃することが課題だったのだと述べている

（GA5, 67）。しかしながら、そうだとすれば、作品や真理に関する彼の記述をわたしたち

はどのように受けとめればいいのだろうか。彼の語る言葉は、いったいどのような性格の

言葉だったのだろうか。わたしたちはすくなくともハイデガーの言葉が、円環のうちに閉

じこめられており、その円環に縁取られた境界のなかで語られていることを理解している。

芸術の謎への問いは、存在を思惟する歩みの過程で、あらかじめ存在論的な枠に封じこめ

られているといわねばならない。たとえばそうした前提のひとつとして、デリダも指摘す

るように、哲学が芸術に付与してきた「媒介」という役割をあげることができる。芸術と
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いう第三項があるがゆえに、解釈学的循環は機能しうるのであり、そのような円環のなか

に芸術は閉じこめられるのである14。 

 このように芸術作品を囲いこむ枠は、美的価値に固有なものと、その価値に対して外的

なままにとどまるものとの区別を前提している。デリダによれば、「語られる対象の内在

的で固有な意味と、対象の付随的・偶然的状況を識別するという、たえざる探求が、芸術

に関する、芸術の意味に関する、あるいは端的に意味に関するあらゆる哲学的言説を、つ

まりプラトンから、ヘーゲル、フッサール、ハイデガーにいたるまでのあらゆる哲学的言

説を、組織しているのだ」という15。 

『絵画における真理』という著作においてデリダが企てたのは、このように自己完結し

て円環をなす作品の空間をひらき、枠の外部をつきつけることであったろう。つまり枠の

外部とは、作品内における作品外的なものの代補（ le supplément du hors-d'oeuvre dans l'oeuvre）

としてのパレルゴンであり、たとえば署名や額縁など作品世界と現実との境界に属するも

の、あるいは作品の真理にとっては外的な美術史的事実等々である。  

『絵画における真理』のなかでハイデガーの芸術論が主題化されるのは「針穴（ポワン

チュール）における真理の復元ないし返却（Restitutions de la vérité en pointure）」と題され

た章であるが、そこでは、幾人かの語り手が入れ替わりさまざまな議論を展開するという

対話体が採用されている。ハイデガーのテキストにまとわりつくように、異なった多様な

観点から解釈が提示され、デリダの「真意」を特定できるわけではない。プラトンの対話

篇のように一定の帰結にむけて議論が収束するのではなく、むしろ解釈は乱反射する光と

化して、ただ拡散していく。ここにわたしたちは、ハイデガーのテキストにひそむ多層的

なポテンツ（潜勢力）を暴きだそうとするデリダの意図的なスタイルをみてとることがで

きるように思われる。  

 ハイデガーの作品論をめぐる解釈のなかで、文字通り中心的な役割を果たしているのが、

パレルゴンの概念である。パレルゴンは、カントが『判断力批判』において取りあげたギ

リシア語であるが、簡単にいえば作品‐外（hors-d'oeuvre）を意味している。だが、この作

品‐外は、単に作品（エルゴン）に外的なままにとどまるわけではなく、むしろ作品の傍

らにあって、作品の間近で働きかけてもいる。辞書には、他に、「付随的で、疎遠なもの、

二次的なもの」、「補足的なもの、代補」「周縁的なもの」といった意味が記載されている

16。例をあげれば、彫像に着せられた衣服、建造物の周縁の列柱、額縁、署名といったも

のである。 

たとえば額縁を考えてみよう。絵画作品（エルゴン）と、それが掛けられる壁面（ない

し作品のおかれる場としての一般的コンテキスト）の両者との関係において、額縁はパレ

ルゴンとして働く。つまり額縁は、作品と壁面という二つの地に対して、二通りの仕方で

かかわる。額縁が作品にかかわるとき、壁面に対しては、それは融けこんで消え去ってし

まう。額縁が壁面ないし場のほうにかかわるとき、額縁は作品に融けこんでしまう。「い

                                                        
14 Jacques Derrida, La vérité en peinture, p.40f.（J・デリダ『絵画における真理』（上）、p.55.）  
15 Jacques Derrida, ibid., p.53.（J・デリダ、同書、p.74.）  
16 Jacques Derrida, ibid., p.63.（J・デリダ、同書、p.88.）  
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ずれの場合も、パレルゴンは地のうえのひとつの形態ではある。しかしそれは、伝統的規

定としては、もっとも大きな力をくりひろげる瞬間に、〔地から浮きあがって〕切り離さ

れるのではなく、消え去り、沈みこみ、みずからを拭い去ってしまうような形態なのであ

る。額縁はけっして、場や作品がそうでありうるような地ではなく、またその縁の厚みは

もはや図ともいえないのである。それはすくなくとも自分自身を除去するような図である」

17。 

このようにパレルゴンとは、地にも図にも属さずに、しかしその各々にかかわる。デリ

ダによればパレルゴンの法則とは、いわば「包括することなく全体を包括し、部分の全体

に対するいっさいの関係を倒錯せしめる」法則なのである 18。 

 ところで『絵画における真理』のデリダが、このパレルゴンという視点からハイデガー

の作品論を解釈するさいに焦点をあわせている主題のひとつは、作品、道具、物という三

者をめぐる言説である。そこでは、道具的性格をもたないために有用性の連関から遮断さ

れた無用性、つまり何の役にも立たないことが、かえって作品を、存在の真理の比類ない

出来事たらしめるという経緯が語られている。そして有用性から切り離し（détacher）、使

用外におくという作品のこの動向が、逆に道具の、さらには存在するもの一般の、より根

源的な存在性格としての Verläßlichkeit（信頼性）を現出せしめると同時に、人間的意味の

被覆を奪い去られた「剥き出しの物としての物」を露わにするというのである。こうした

作動する出来事（エルゴン）としての作品概念をデリダは、いったん遮断したのちに、よ

り高次の結合としての真理を呼び求めるものであるとして、つぎのように総括している。 

 

……無用であることが、ひとつの投機的（＝反省的）運用を生みだす。それは、生産の空間を逃

れて、絶対的な希少性へ、代替不能な単一性へとむかう。無用なものは、有用性より以上のもの

となり、有用なものの有用性を把握するために役立つものとなる。それは、製造物が製造されて

いることとしての製造‐存在と、作品の作品‐存在とを思惟することを可能にする。なぜなら、

遮断されたものが再び結合することを求める
．．．

その瞬間から、ひとつの言説が姿を現わし、癒合を

求めていっきょに策動しはじめるからである。 19 

 

『絵画における真理』に登場する話者たちは、このような有用性や作品存在をめぐる議

論において、ハイデガーのテキストに由来する「残余（Rest）」の概念、つまり形而上学的

概念の覆いを取り去ったあとに残る裸の物、に目をむける。物に襲いかかり、覆いかぶさ

ること（Überfall）とは、ハイデガーによれば、物に対する形而上学的規定、つまり質料と

形相、偶有性と実体、感覚の多様性と知性の統一性といった図式を、無理矢理あてはめて

物を思惟することにほかならない（GA5, 15）。そしてハイデガーはそのような被覆を除い

たあとの残余（単なる剥き出しの物）とは何かと問いすすめ、けっきょく物としての物が、

                                                        
17 Jacques Derrida, ibid., p.71f.（J・デリダ、同書、p.101f.）  
18 Jacques Derrida, ibid., p.392.（J・デリダ、高橋允昭・阿部宏慈訳『絵画における真理』（下）、法政大

学出版局、1997、p.272.）  
19 Jacques Derrida, ibid., p.394f.（J・デリダ、同書、p.275f.）  
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作品という真理の生起においてはじめて露わとなることを解き明かしていくのである。  

このようなハイデガーによる思惟の歩みにつき従いつつ、『絵画における真理』は、こ

の「ただの物」に暴力的に覆いかぶさるもの（形而上学的図式）が、パレルゴン的構造を

もっているのではないかと指摘する。そしてこの形而上学の被覆は、偶然的なのか、それ

ともある必然性をともなっているのか、あるいはむしろ、パレルゴンと同じように、その

いずれでもないものなのか、さらに、もしもその（覆いを剥がれた）残余が、その残余性

の構造において、「固有の仕方では」けっして規定されえないものであったとすればどう

か、等々と問いかけていく。  

そして、そもそも Überfall を遮断し、残余をことさらに思惟しようとするハイデガーの

語り自体も、靴を描いた絵の絵画空間の内と外を行き来するパレルゴンとして作動せざる

をえない。つまりこの残余を「ことさらに」考えるためにハイデガーは、質料＝形相の対

概念なしで、あるいはその手前で、道具存在を考えようと試みる。そして道具の道具性へ

といたる、形而上学とは別の道をひらくことによってしか、この残余に到達しえないとす

れば、真理の場として仮構された生まの作品に、たとえばゴッホの絵画作品に、現象学的

に接近していくことは、ハイデガーの思惟の歩みにとって、ある程度必然的なものとなる。

この歩みにおいてハイデガーは、（短い革通しの錐を手に、靴の内側から外側へ素早く仕

事をする靴職人さながら）、あるときは靴の絵について絵画空間の内部で語るかと思えば、

あるときはまったく別の文脈において、作品の外部で語りはじめる。あたかも語りえない

始原をめぐって、周縁を旋回しながら、隠喩として言葉を紡ぎだしているように（たとえ

ば「芸術作品の根源」における農婦の世界の記述など）20。 

デリダは、ハイデガーによるゴッホの靴をめぐる記述をこのように評しつつ、パレルゴ

ンとしての彼の言説を「目に見えない靴紐」にたとえている。それは、カンバスに穴をあ

けて貫通し、その穴を通過し、カンバスの外部に出て、その内部世界と外部世界を、両者

の中間で再縫合する靴紐であり、まさに「作品の内にある作品外的なもの」としてパレル

ゴンなのだというのである21。 

 だとすればハイデガーが、Überfall をはぎ取ったあとに登場する残余だと想定した「裸

の、剥き出しの物」は、道具性を欠いた道具としても、物の物‐存在としても、けっして

ポジティヴに、それ固有の仕方で規定されうるわけではなく、単にネガティヴに暗示され

ているにすぎない。つまり残余は、枠をはみ出し、外部へと逃れゆくものとして、思惟し

えないものとしてしか現象しない。けっきょくハイデガーの目ざすべき、覆いをとられた

残余は、あらゆる表象から身を引き退かせるものなのである。  

以上のように、ここでいう残余とは、始原的なものとして哲学的言説の源泉に措定され

ながら、それを語る言葉に対してどこまでも後退し、引き退いていくような何かである。

このとき思惟の言葉は、つぎに詩の問題において考察するように、けっして到達できない

始原としての残余にむけて「反復」の身振りを引き受けざるをえず、残余という空虚な始

                                                        
20 Jacques Derrida, ibid., p.343.（J・デリダ、同書、p.200.）  
21 Jacques Derrida, ibid., p.347.（J・デリダ、同書、p.206.）  
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原のまわりを（解釈学的に）ひたすら循環するほかないのである。  

 

 

3．詩 ―根源と無気味なもの  

 

ハイデガーは、真理の生起の作品化としての芸術が、とりわけその本質において詩作で

あると考える。彼は、「芸術作品の根源」においてつぎのように述べている。  

 

存在するものを明け開き、かつ隠すこととしての真理は、それが詩作されることによって生起

する。あらゆる芸術は
．．．．．．．

、存在するものそれ自体の真理の到来を生起させることとして、本質にお
．．．．

いて詩作である
．．．．．．．

。……芸術のこうした詩作的本質にもとづいて、そこから生起するのは、存在す

るものの只中に芸術がひとつの空所を切りひらくということ、そしてその空いたところ

（Offenheit）ではいっさいが通常とは別様にあるということである。（GA5, 59）  

 

このように詩作によって芸術全体を包括することは、もちろん視覚芸術や聴覚芸術の固

有性を認めないということではない。むしろ問われているのは、それら諸芸術をなりたた

せている芸術概念や「アート・ワールド」が成立するにいたった存在史的由来である。つ

まり問いにおいて目ざされるのは、近代的概念としての純粋芸術（大文字のアート）をこ

えて、作ることとしての知（テクネー）、すなわち存在の真理の自己開示の本質にふれる

ことなのである。  

この存在論的次元において、存在するものはまず、言葉によって名指されることにおい

て、明け開かれた存在の真理の場に連れだされる。このような言語の働きがポイエーシス

であり、芸術の本質形式としての詩の由来をそこにみることができる。したがって詩作と

しての芸術は、特殊な文化的活動の一領域に限定されるのではなく、むしろ真理との関係

において、哲学的思惟や政治的実践とともに、同じ存在論的地平で問われているといわね

ばならない。制作とは、勝義において詩作であるという規定の根底には、このような連関

をみてとることができよう。  

では、ハイデガーは、こうした詩作への問いに対してどのように応答するのだろうか。

彼は、作品がこの作品として存在していることの「目立たぬ衝撃」について語り、この衝

撃が、作品における自足（みずからのうちに安らうこと）にほかならないといっている

（GA5, 53）。ここで示唆されているのは、日常性の只中に作品それ自体が静かに自足して

たち現れ、だが同時に、一種の無気味なもの、法外なものとして衝撃をあたえるというこ

と、つまり親密さと無気味さとが同時的に出来しているということ、であろう。ハイデガ

ーにとって、親密なもの、住み慣れた日常的なもののうちに自己を保持することは、その

根底において、法外なもの、非日常的なもの、無気味なものへと開かれてある開性である。

作品とはこのような同時性において、存在するものが存在しているという端的な「事実

（Daß）」が露わとなる場所なのである。  

作品化、すなわち作品という場の開示とは、目立たない日常の片隅で、不意に訪れ、知
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らぬ間にたち去っていくような何か、わたしたちの注意深いまなざしにのみ顕現するよう

な何かであるともいえよう。そこには、存在するものが目の前に存在しているという出来

事への驚きがあり、わたしたちはそこに、詩作を作動させる始原をみてとらねばならない

であろう。そしてハイデガーの芸術論は、たしかにこのような始原への注視に発するもの

だといえようし、とりわけ晩年にいたってそうした傾向は顕著になるといえよう。  

だが、このように詩作と作品の始原を語る言説は、別の文脈においては、1930 年代の思

考の大仰な身振りへと、つまり無気味な暴力へと開かれた神話化へと、展開していくもの

でもあった。ドイツにおいて連綿と継承されてきた神話化の言説とその思考スタイルをハ

イデガーもまた受けいれたといえようが、この意味での神話化において重要性をおびたの

は、政治的なものにおける国家形成と詩人による詩作とが同じ存在論的次元に属する闘争

であること、哲学と詩作の言語として卓越した地位を占めるべきドイツ語に生き生きした

力を賦活すること、言語と大地に根ざした民族に歴史的使命を課すこと等々の諸課題であ

った。 

もちろん日常のどんなにささやかな詩の働きや造形活動も、ポイエーシスの作動（作品

化）として、作者個人の内面に閉ざされた独白ではなく、親密な者への、あるいは共同体

の成員への、つまりは人々（民）への語りかけをふくみ、神話化の胚種を宿しているであ

ろう。またそれは、固有の言葉、母語を通じてなされる生きた思考のプロセスでもあろう。

そもそもわたしたちは、言葉と思惟を母語からひきはがすことはできないし、言語共同体

とその歴史的連続性から断ち切られた言葉を想定することもできない。  

したがってわたしたちはここに、詩作と神話化の二重性をみてとることができるのであ

り、始原における詩作にとり憑いて離れない神話化の萌芽をみてとることができるのであ

る。ハイデガーの場合でいえば、詩作の始原への注視から、1930 年代の言説にみいだされ

るような肥大化した民族主義的自己意識まで、ほとんど地続きであるのだろう。親密な、

家内の小さな炎の背後に、それとの連続性において、制御しえない国家の無気味な暴力を

みなければならないということである。  

 わたしたちはこうした二重性に最大限注意深くある必要がある。わたしたちはそのため

に、ここでとくに、ハイデガーによるトラークルの詩の解明とそれに対するデリダの解釈

に焦点を絞ることにしたい。トラークルをめぐる両者の一連の解釈のなかで、まさにこう

した二重性、つまり詩作と神話化、根源と形而上学といった二重性が、焦点になっている

と考えられるからである。  

ハイデガーの解釈者としてのデリダは、詩と政治という大きな枠組みにハイデガーをあ

てはめるのではなく、テキストの細部にひそむ、ささいな幾つかの語に目を凝らす。デリ

ダはいわば、形而上学を解体するハイデガーの身振りを擬装し、対をなす亡霊のようにま

とわりながら、ハイデガー自身の言説を解体していくと同時に、そこからわたしたちにと

って可能な、同様の身振りへといざない、ハイデガーの切り開いた方向の可能性とその危

険を暗に示している。目立たない細部への着目、テキストに寄りそい、わずかな言葉と記

号の変化に目を凝らし、エクリチュールに沈潜すること、場合によっては、亡霊のように

テキストを擬装し、口移しに語りつつ、わずかなずれを露わにすること、これがデリダの



ハイデガー芸術論の射程（小林信之） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.11 2017 
 

83 

 

戦略であったろう。  

 デリダは、ハイデガーによるトラークルの詩の解明が、彼のもっとも豊かなテキストの

ひとつ、繊細で、多層的に規定され（surdéterminé）、いまだかつてないほど翻訳不能なテ

キストであると語っている22。以下に、このハイデガー晩年のテキストに対して、デリダ

がどのような解釈をなしたのか、その成果をみきわめたいと考えるが、しかしその前にま

ず、『存在と時間』以来、ハイデガーの思惟において精神（Geist）という語のたどった歩

みを一通りみわたしておく必要があろう。  

『精神について』のなかでデリダがあつかうのは、ハイデガーにおける精神（Geist）と

いう語の用いられ方の変遷であり、その第一歩は、『存在と時間』における精神の語の使

用である。『存在と時間』では精神は、デカルト的主体概念の延長上に、形而上学的諸概念

と同様に位置づけられながら、しかし他方で、カッコつきで、現存在の存在様態をも意味

しうるものとみなされている 23。ここですでに精神は両義性をおびるが、後者において指

示されているのは、「もはや形而上学ならざるもの」、ハイデガーにとって「解体作用の源

泉」となりうるものだったのではないかとデリダはコメントしている24。 

 だが、1930 年代にいたって、ハイデガーによる精神という語の扱いは転換する。たとえ

ば、1933 年の「総長就任講演」では、引用符（カッコ）を除かれた精神があらわれる。こ

こでは、「民族の精神的世界」について語られ、精神は、民族の現存在を根底において支え

る威力として規定される 25。そうした昂揚において精神はもはや、デカルト的な形而上学

的基体性（主体性）という意味をもたなくなる。  

 このようにポジティヴな価値をあたえられ、ハイデガーによって公認された精神は、他

方でもちろん形而上学的含意をぬぐいさることはできない。精神は同時に、たとえば精神

の自由の名のもとに、デモクラシーや人権の原則を、基体性の形而上学に帰着させる言説

にも属している26。精神にまつわるこうした二重性（duplicité）のメカニズムについてデリ

ダはつぎのように語っている。  

 

……形而上学はつねに帰って来る（revient）。わたしはこれを亡霊（revenant）という意味で理解

する。そして精神（Geist） とは、この帰来（revenance）のもっとも宿命的な形象である。単一の

                                                        
22 Jacques Derrida, Heidegger et la question, Flammarion; Paris, 1990, p.106.（J・デリダ、港道隆訳『精神につ

いて』、人文書院、1990、p.140. 以下、訳文は適宜改めた。）  
23 「……現存在は、それが「精神的」であるがゆえに、しかもそのゆえにのみ、延長せる物体的な

物には本質的に不可能なあり方で、空間的でありうるのだ。」（『存在と時間』§70）  

「「精神」はまず時間のうちに落ちるのではなく、それは時間性の根源的な時熟として実存する。」

（『存在と時間』§82）  
24 Jacques Derrida, op. cit., p.27.（J・デリダ『精神について』、p.25.）  
25 「精神とは、存在の本質に根源的に気分づけられた、かつ知としての覚悟性である。そしてある

民族の精神的世界
．．．．．

（die geistige Welt）とは、文化という上部構造ではなく、ましてや有用な知識と価

値の兵器庫ではない。それは、民族の現存在を最奥で昂揚せしめる威力、かつもっとも広範に揺り

動かす威力としての、民族の大地と血の諸力を最深部で保存する威力なのである。」（Martin 

Heidegger, Die Selbstbehauptung der deutschen Universität; Das Rektorat 1933/34, Frankfurt am Main: V. 

Klostermann, 1990, S.14.）  
26 Cf. Jacques Derrida, op. cit., p.53.（J・デリダ『精神について』、p.64.）  
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もの（ le simple）からけっして切り離すことのできない分身の〔もっとも宿命的な形象〕。 27 

 

ハイデガーは、1930 年代の言説（『形而上学入門』やヘルダーリン解釈）において、歴

史形成的な、知への意志としての精神（geistig なもの）を、ギリシア的・形而上学的含意

ないしキリスト教的・神学的含意（pneuma や spiritus）を除去したあとに残留するものと

考えている。デリダによる解釈では、こうした形而上学的・神学的含意は、ハイデガーに

よる「精神のモノローグ」に忍びこみ、それにとり憑く一種の「悪霊（malin génie）」にほ

かならないことになる。  

さて、精神の二重性をめぐるハイデガーの言説は、1950 年代、彼の晩年にいたってさら

に深化し、新たな展開をとげる。とくに『言葉への途上』に収められたトラークル論「詩

における言葉」において彼は、これまで肯定的に堅持されてきた精神の概念、つまり geistig

なものとしての精神を、形而上学的・神学的領域へと追いやり、「geistlich（精神的・霊火

的）なもの」のうちに、精神の形而上学的ではない意味内実をみいだすにいたる。それは、

たとえばトラークルの最後の詩「グロデク（Grodek）」を解釈するなかで示されたように、

ドイツ語固有の源泉から生起する、炎としての精神という意義である。  

 

……精神とは、燃えあがる炎（das Flammende）であり、炎として初めて、吹きつける風（ein Wehendes）

である。トラークルは精神を、まずもってプネウマ（風、息）であると、 spirituell に理解してい

るのではない。そうではなく、燃えあがり、駆りたて、驚愕させ、度を失わせる炎と解したので

ある。燃えあがる炎とは、白熱した輝きである。燃えあがる炎は、みずから光り、かつ輝かされ

るところの脱自（Ausser-sich）であり、次々に舐めつくしていき、すべてを白い灰へと焼尽しう

るような脱自である。（GA12, 56）  

 

 ここでは、始原にあって脱自的に外へと曝け出され、放出していく力動性それ自体が、

炎の動性としての精神（geistlich なもの）のうちにみてとられている（デリダはこの意味

での精神を l'esprit en-flamme と翻訳している 28）。炎としての精神は、形而上学に属する

geistig なものから明確に切断される。  

ところでここで、炎としての精神が脱自として規定されていることから明らかに窺われ

るように、ハイデガーが意図しているのは、根源的時間性として精神を解釈することであ

る。たとえばトラークルの詩全体の中核をなす語とみなされた ein Fremdes（異郷的なもの）

は、地上に留まり途上にあること、この意味で下降し没落（Untergang）しつつあること、

したがっていまだ地上で住まいを定めてはいないがゆえに余所者であり異郷的でありつ

づけることといった意味を担っており、こうした意味での異郷性（移行性、没落性）が、

燃えあがる炎としての精神の動性に関連づけられているのである（古高ドイツ語 fram の

語源的解釈にもとづく、vgl. GA12, 37）。またそれは、das Geistliche der Jahre（歳月の移り行

                                                        
27 Jacques Derrida, op. cit., p.54.（J・デリダ『精神について』、p.65f.）  
28 Jacques Derrida, op. cit., p.122.（J・デリダ『精神について』、p.156.）  
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きが精神的・霊火的であること）、あるいは geistliche Dämmerung（精神的・霊火的な薄明）、

die Frühe（早い朝の時）といった詩句に示されている時間性でもある（vgl. GA12, 43ff.）。

さらにトラークルの詩「エリス」では、早逝した子供が形象化され、未生のもの（ das 

Ungeborene）として歌われているが、この詩を解釈してハイデガーは、「朽ち果てた種族の

終末としての終末は、未だ生れぬ種族の始まりに先だっている」と述べ、根源的時間性の

解釈を提示している。つまり始原の到来に先だって、（現成するものの集摂 die Versammlung 

des Wesenden としての）既在のもの（Gewesenes）が、すなわち終末が、還帰するというこ

とである（GA12, 53）。ハイデガーは、アリストテレス以来の形而上学的時間概念によって

隠されてきた根源的時間が、これらの詩句のうちに、なお護られていると考えるのである。 

 以上、最終的には geistlich なもののうちに精神の本質と根源的時間をみるにいたったハ

イデガーの議論の骨子をたどってきたが、いまや問われるべきなのは、たえず還帰すべき

精神の時間の「根源性」とは何かということであろう。ハイデガーの解釈は、ギリシア以

来の形而上学からも、キリスト教神学からも撤退して、ドイツ語の固有性のうちにのみ根

源的解釈の正当性を確保しようとくわだてるものであった。それに対してデリダは、ハイ

デガーのテキストに忠実に寄りそいながら、しかしそこにみいだすのは、けっきょくのと

ころ根源性の代補（supplément）である29。つまり根源的なものは、形而上学を離脱してい

く運動において、たえず後退することを止めることができず、「真の」始原は運動の空虚

な起点として背後に留まりつづける。この点については、すでにみたような、残余に関す

る言説につきまとうパレルゴンにおいても同様の構造がみいだされることは、容易に理解

できよう。けっきょく geistlich なものにせよ、根源的時間性にせよ、残余にせよ、二重化

を免れることはできず、形而上学的時間以前にたちかえろうとする運動（revenir）におい

て、たちかえるものとしての亡霊（revenant）がたえず呼び寄せられているのである。geistlich

な薄明の早朝の時としての精神は、朽ち果てたものの終末、夜、悪に憑きまとわれつづけ

るのであり、この二重性を逃れることはできない。デリダは端的につぎのように述べてい

る。 

 

……悪の由来は精神それ自体のうちにある。悪は精神から生まれる。だが、ここでいう精神とは、

形而上学的・プラトン主義的な Geistigkeit（精神性）ではない。悪は、一般に精神に対立させら

れる物質や物質的・感性的なものの側にあるのではない。悪自体が精神的なのであり、悪もまた

Geist なのである。この点に、このもうひとつの内的二重性、つまり精神を他の邪悪な亡霊に化す

る内的二重性が、由来している。この二重性がおよぼす作用は、……灰を思惟する思惟にまでみ

ちびく。すなわち焼尽され、焼尽する運命に属し、またみずからをつつみこむ炎の炎上に属する

灰の白さを思惟する思惟にまで。この灰、それは炎の〈善〉なのだろうか、〈悪〉なのだろうか。

30 

 

                                                        
29 Jacques Derrida, op. cit., p.110.（J・デリダ『精神について』、p.145.）  
30 Jacques Derrida, op. cit., p.123.（J・デリダ『精神について』、p.158.）  
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むすび 

 

おもにデリダの解釈を通じて、ハイデガーの思惟の運動自身に内在する、対をなす二重

性という観点から、作品や詩作をめぐる言説をたどってきた。始原に遡行し、始原を反復

しつつ我がものにすること、しかし同時に始原自体と対決し、それをたえず更新しようと

努めること、こうした「反復」の運動こそが、形而上学とその根源にかかわるハイデガー

の思惟の歩みを根底において突き動かしていたのではなかろうか。  

このようにみずからを引き退かせ隠蔽する根源として存在を問うことは、ハイデガーに

おいては、とりわけ 1930 年代以降、そのまま真理への問いによって引き受けられており、

さらにそれは、存在の真理の自己措定としてのテクネーと詩作の問題へと具体化されてい

ったと考えられる。というのもテクネーとは、もちろん近代的意味での技術ではなく、み

ずからを隠す存在をそのままに露わにし、名指し、形態化することで生起する出来事、作

品（エルゴン）として作動する働き自体にほかならない。『近代人の模倣』のなかでハイデ

ガーを論じたラクー=ラバルトはつぎのように述べている。  

 

テクネーとは「知」を意味する。……哲学することそれ自体、つまり「存在するものの隠蔽」に

到達せんとする挑戦は、それが挫折する場合でも（だが、その挫折によって、存在するものの開

示がもたらされることにもなるのだが）、「テクネーに属している（ technique）」。31 

 

つまり哲学の知としてのテオリアは、みずからを作動させ、現実化し、作品化すること

として、芸術の本質としての詩作とともに、テクネーに属しているというのである。ここ

において芸術の伝統的規定がミメーシスであったことを想起するとき、ハイデガーの思惟

における始原の「反復」の歩みが、ミメーシスとして真理を作品化する芸術と詩作とに交

叉するにいたったことの必然性をみてとることができるように思われる。  

たえず新たに後退し、みずからを隠す始原に対して、存在の思惟と詩作の両者は、いわ

ば擬態的関係によってかかわりつづける。そしてこの擬態的関係こそ、かつてミメーシス

の名で呼ばれてきたものとみなすことができる。ラクー=ラバルトが指摘するように、ハ

イデガーの思惟のうちには、「基礎的ミメーシス論といったもの（ une mimétologie 

fondamentale）」が作動しているといわねばならない 32。模倣され反復さるべき始原につい

て、だがいまだかつて生起することのなかった始原について、ラクー=ラバルトはつぎの

ように語っている。  

 

……ギリシアの始原が、その偉大さにおいて、あるいは『形而上学入門』の呼び方ではその無気

味さ（Unheimlichkeit、訳せば〈根源的にみずからの家郷にあるのではないあり方〉）において、秘

めている可能性とは、つぎのようなものである。すなわちそれは、ギリシアの始原のあとにつづ

                                                        
31 Ph. Lacoue-Labarthe, L'imitation des modernes , Galilée; Paris, 1986, p.167.（Ph.・ラクー=ラバルト、大西雄

一郎訳『近代人の模倣』、みすず書房、2003、p.242. 訳文は異なる。以下同様。）  
32 Ph. Lacoue-Labarthe, ibid., p.170.（Ph.・ラクー=ラバルト、同書、p.247.）  
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く、あるいはそこから生じる「発展」によってはけっして汲みつくされないであろう可能性であ

り、そのようなものとして、いまだ手をつけられず無傷なままにとどまり、その顕現と実現とを

ずっと待ちつづける可能性である。だから歴史なるものの開幕、（再）開始とは、始原それ自体

においていまだ到来も開始もせぬままであったものを、すなわちその元初性の欠如を、反復する

こと（répétition, Wiederholung）なのである。33 

 

 ハイデガーにとって変わらぬ思惟の課題は、存在するものと存在の二重襞（Zwiefalt）を

問うことであったといえようが、それが課題でありつづけるのは、この思惟すべき事柄に

思惟がいまだ到達しえず、それがどこまでも引き退いていくからであり、しかもそれはわ

たしたちの側の怠慢や不作為によるのではなく、思惟すべき始原が、わたしたちから離反

し脱け去ってしまったからだとされている。しかしそれでも、わたしたちは始原の欠如を

反復するという仕方でそれにかかわることはできるのであり、脱け去り、後退するものに、

わたしたちはそのようなかかわり方で呼び求められているのだともいえよう（たとえば

『思惟とは何の謂いか』（GA8, 19）等を参照）。  

 だが、そうした始原は、美的なものとおぞましさ、詩作と神話化、芸術とテクノロジー、

根源と無気味さという二重の声で語りかけてくることを忘れてはならない。わたしたちは

ここに、始原的なものにおいて生起する二重性、テクネーにおける「ヤヌスの双面性

（bifrons）」34を指摘できるであろう。しかも、美、詩作、芸術、根源にまとわりつづける

パレルゴンは、それら始原的なものの空虚と欠如を前提しているのであり、そうした代補

性によって前者を純粋で無傷なままに保ちつつ、終りなき反復とミメーシスへと差し招き

つづけるのである。  

 

 

Nobuyuki KOBAYASHI 

The Range of  Heidegger’s Theory of  Art 

 ― His Oppositional Pairs and Related Themes 

                                                        
33 Ph. Lacoue-Labarthe, Heidegger, La politique du poème, Galilée; Paris, 2002, p.24f.（Ph.・ラクー=ラバルト、

西山達也訳『ハイデガー  ―詩の政治』、藤原書店、2003, p.27.）  
34 Ph. Lacoue-Labarthe, L'imitation des modernes , p.200.（Ph.・ラクー=ラバルト『近代人の模倣』、p.294.） 
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ハイデガーとドゥルーズ／ガタリの近さと遠さ  

―相依相属性をめぐって― 

 

増田 靖彦（龍谷大学）  

 

 

というのも、存在より前に政治があるからだ（MP249） 

 

 

序 

 

 ハイデガーとドゥルーズ／ガタリ 1はどのような思想的関係にあるのか。これを探るの

が本稿の目的である。この試みに取り掛かるやいなや、ドゥルーズ／ガタリがハイデガー

についてアフォリズムめいた叙述しか残していないという困難な事実を突きつけられる。

わずかにドゥルーズがジャリ論でまとまった言及をしているものの、その主旨はハイデガ

ーを論じるというよりも揶揄する性格のほうが勝っている2。したがって本稿は、決して多

いとはいえない断片的な叙述を拾い集め、そこに通底するコンテクストを浮き彫りにする

作業が中心となるだろう。このいくぶん見通しの悪い作業を通じて、ドゥルーズ／ガタリ

によるハイデガー読解が、その言及の少なさにもかかわらず、彼らにとって不可避な哲学

的プロブレマティックのひとつであったことを明示したい。 

 

 

１．問題の所在 

 

 意外に看過されている事実がある。それは、ドゥルーズが「「哲学すること」を自ら試み

た最初の本」（DRF280）と位置づける『差異と反復』で、ハイデガーを重要な参照項のひ

とつとして挙げている、という事実だ。実際、同書を繙くと、ハイデガーの哲学がはしが

き（Avant-propos）で主題として真っ先に掲げられており、また結論（Conclusion）で批判

                                                        
1 ドゥルーズとガタリとドゥルーズ／ガタリの思想的異同について、とりわけ『アンチ・オイディ

プス』（1972）刊行以後のそれについて、研究者の間で統一的見解はないといってよい。大方の同

意が得られるのは、ドゥルーズが構造主義およびラカン的な精神分析から決定的に離反したのは

ガタリによる影響が大きい、ということぐらいだろう。こうした事情に鑑み、本稿では、特に必要

な場合を除き、三者を峻別せずにドゥルーズ／ガタリと表記しておく。  
2 Cf. Gilles Deleuze, “Un précurseur méconnu de Heidegger, Alfred Jarry”, in Critique et clinique, Paris, Éditions 

de Minuit, 1993, p. 115-125. （たとえば、ハイデガーが現代ドイツ語のなかで古代ギリシア語と古ド

イツ語で行っていることは、すでにジャリがフランス語のなかでラテン語、古フランス語、ブルト

ン語で行っているとか、ジャリにおける pataphysique の構想がハイデガーの「形而上学の克服」と

似た挙措を示しているという指摘、あるいはハイデガーがナチズムを見出すところにジャリはア

ナーキズムを見出すという主張などが挙げられよう。）  
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的に検討されているのを目の当たりにすることができる。ドゥルーズによれば、ハイデガ

ーはその差異の概念に基づいて反ヘーゲル主義、すなわち存在‐神‐論（onto-théo-logie）

とは別の仕方の思考を探求する点において評価すべきでありながらも（DR1）、そこで展開

される反復の力能（puissance）が同じものの回帰としか捉えられていないかぎりで糾弾す

べきなのである（DR384）。この両義的な見方が成立する論拠はどこにあるのか。まずそれ

が探られねばならない。  

手掛かりとして『差異と反復』第一章の末尾に付された「ハイデガーの差異の哲学につ

いてのノート」を参照することにしよう。ハイデガーへの言及の中でも相対的にヴォリュ

ームをもつこの一節で、ドゥルーズは、もっぱら後期の著作や論文を念頭に置きつつ 3、ハ

イデガーにおける差異の概念を考察している。それによれば、ハイデガーは差異を〈二襞〉

（Pli, Zwiefalt）、つまり「「明るみ」（eclaircie）と「隠蔽」（voilement）の二重の運動におい

て、存在が存在者を構成する仕方」（DR90）と捉えることで、ひたすら自己差異化する運

動（se-différenciant）を見出した。これは、差異を（総合や媒介や調停によって）「〈同一的

なもの〉」（ l’Identique, das Identische）に従属させるのではなく、その逆に、差異の寄せ集め

（rassemblement, Versammlung）によって「〈同じもの〉」（ le Même, das selbe）が成立すると

いう視角をもたらす。ハイデガーは同〔同一的なもの〕の偏差としての差異と、差異の偏

差としての同〔同じもの〕を峻別し、後者に差異の本質を見出したのである。このかぎり

でドゥルーズはハイデガーへの共鳴を隠そうとしない。  

しかし他方で、ドゥルーズは、ハイデガーがこの〈同じもの〉における差異の寄せ集め

としての「合一」（union, Einigkeit）と〈同一的なもの〉における差異の解消としての「統

一」（unité, Einheit）を区別するだけにとどまり、前者における同と差異の「相依相属性」

（appartenance mutuelle, Zusammmengehören）をそれとして厳密に探究していないことに不

満を露わにする。というのも、ハイデガーのように差異をそれ自身において考える（penser 

la différence en elle-même）のであれば、「同じものと同一的なものとの区別が成果を挙げる

のは、〈同じもの〉を異なるもの（ le différent）に帰着させるような転換を、当の〈同じも

の〉がこうむる場合に限られる」（DR91）はずだからである。差異の思考は、差異の異化

作用を徹底させて〈同じもの〉の絶えざる変容（差異の溢出による同の解体）を促してこ

そ、その名に値する。にもかかわらず、ハイデガーはその試みを途上で停止させているの

ではないか。『差異と反復』のタームを援用しつつ約言すれば、ハイデガーは現前性を恒

常的な表象（représentation）でなく本質的な現れ（Wesen）と捉えることで、存在把握にま

つわる「思考のイメージ」（思考に巣食う暗黙の了解）から離脱して「イメージなき思考」

（新しい思考の創始）に足を踏み入れながらも、同に関しては「思考のイメージ」に依然

として囚われていたため、差異の力能を見誤っているのである4。ハイデガーをこのように

                                                        
3 明示されているテクストは『根拠の本質について』第三版序文（1949）、『形而上学とは何か』第

四版後書（1943）、『講演と論文』所収の「形而上学の超克」（1936-46）、「詩人的に人間は住む」（1951）、

『同一性と差異』（1957）である。  
4 厳密に言えば、ドゥルーズは「思考のイメージ」それ自体を忌避するわけでは必ずしもない。そ

うではなく、「思考のイメージ」が予断を招くせいで思考や思考の枠組みの凝固／固定化を促しが

ちであることに警鐘を鳴らすのである。  



ハイデガーとドゥルーズ／ガタリの近さと遠さ（増田靖彦） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.11 2017 
 

90 

 

解釈する理由を、ドゥルーズは「ニーチェの永遠回帰に対する彼〔ハイデガー〕の批判」

（DR91. 補足は論者）に求めている。それゆえ、ニーチェ解釈における二人の異同を確認

しなければならない。  

 

 

２．力の相違、そして永遠回帰における反復 

 

 周知のように、ドゥルーズは『差異と反復』に先立つ『ニーチェと哲学』で、ハイデガ

ーの一連のニーチェ講義を参照しつつ自らの解釈を展開している。その詳細については別

の機会に検討したことがあるので5、ここでは要諦を指摘するだけにとどめておく。  

ハイデガーの読解と、独創性においてそれに勝るとも劣らないドゥルーズの読解が齟齬

を来すポイントは、いわゆる価値転換のプロセスにみられるニヒリズムの諸段階を、一方

向的な進展と捉えるのか（ハイデガー）、それとも多様な要素の交錯による効果と捉える

のか（ドゥルーズ）にある。簡潔に検証しよう。ドゥルーズは一方で、ニーチェの価値転

換を「従来の諸価値の古い同じ座に新しい価値が定立されることだけを意味するのではな

く、常にそれに先立って、それは座そのものが新しく規定されるということ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

をも意味する」

（GA6-2, 253. 強調は原文）と解釈するハイデガーに歩調を合わせる。しかし他方で、ハイ

デガーがほとんど言及しないディオニュソスに注目し、その働きを価値転換のプロセスに

読み込むことで、ニーチェにおける力能（Macht, puissance）と力量（Kraft, force）の質的相

違を強調する。そしてそこに両者のせめぎ合いとしての相依相属性を見出してハイデガー

と袂を分かつのである。  

ニヒリズムの諸段階を直線的展開ではなく、力能の差異と力量の差異それぞれのせめぎ

合いと捉えることで、ドゥルーズは、何ものかが実現／現実化される（s’effectuer）ときの

二重の移行過程、すなわち力能と力量の差異としての〈可能的なもの（ le possible）から実

在的なもの（ le réel）の発生〉と、力能の内的差異〔力能の意志〕としての〈潜在的なもの

（ le virtuel）から現働的なもの（ l’actuel）の創出〉の峻別を主張する。この二つの相違を大

まかに述べると、前者は個体が自らの本質を開花させていく運動をみるのに対し、後者は

そのつど異なる様態で個体が表現される傾向をみるところにある。ただし両者は決して排

他的でない。なぜなら、潜在的なものと現働的なものは、発生論的には（généalogique）異

質であるものの、発生的には（génétique）実在的なものであることに変わりないからであ

り、また協働して可能的なものを〔再〕構成する働きをもつからである。ドゥルーズはこ

の発想に則して、何ものかが生起するに当たっては、いくら決定的にみえても、そこには

質的にも方向的にも多様な複数の力の緊張関係が働いていると考える。  

この更新的なニーチェ読解に基づき、ドゥルーズは永遠回帰に大胆な解釈を施す。すな

わち、力能の意志を永遠回帰と同定し、永遠回帰における反復に発生論的解釈を適用する

                                                        
5 拙論「思考と哲学 ―ドゥルーズとハイデガーにおける」、小泉義之・鈴木泉・檜垣立哉編『ド

ゥルーズ／ガタリの現在』所収、平凡社、2008 年、513-536 頁を参照されたい。  
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ことによって、「永遠回帰は異なるものについての
．．．．．

同じものである」（DR165. 強調は原文）

という観点を導出するのである。ドゥルーズによれば、ニーチェにおける「同じものの永

遠回帰」とは、同一的なものが回帰することではなく、回帰するという事実が同じである

ことを示すにすぎない。というのも、もし同一的なものが回帰するのであれば、それを回

帰と認めることなどできないからである。回帰が回帰であるためには、それがそのつど回

帰であるという差異が生じていなければならない。しかも、前節で述べたように、永遠回

帰における反復がそのたびごとに新たな生成である以上、そこで働く力は同じものの異化

効果をもたらすはずである。だとすれば、永遠回帰は「異なるものの永遠回帰」であらざ

るをえない。こうしてドゥルーズの企図は明白となる。それは、差異が差異として機能す

るためには反復を伴わねばならず、反復が反復として機能するためには差異を伴わねばな

らない、ということだ。差異と反復は相互を不可欠の発生論拠とするかぎりで、各々がそ

れとして機能するのである（DR143）。  

この論点をハイデガーにあてはめるとどうなるだろうか。おそらく、ハイデガーの探究

は、同一的なものと同じものを峻別することで「差異」については慧眼を示したが、「反

復」の彫琢を怠ったため、二つの概念の連動を十分に考察するに至っておらず、その意味

で問題含みである、という評価になると思われる 6。このように、ニーチェ解釈の異同は、

存在論をめぐるドゥルーズとハイデガーの思考の分岐を示唆するのである。  

 

 

３．思考、そして外という次元 

 

思考すること、ないし思考の発生に関するドゥルーズの議論は、それでもなおハイデガ

ーの探究に寄り添う仕方で端緒を開いている。『差異と反復』の第三章で、ドゥルーズは

『思惟とは何の謂いか〔何が思索を命ずるか〕』の冒頭を参照しつつ、そこにみられるハ

イデガーの問題提起―私たちはいまだ思考していないのだから、思考することを学ばな

ければならない―を共有する。ただし、私たち〔人間〕に「思考せしめる」（donne à penser, 

zu denken gibt）ものを贈与（don, Gabe）と捉えるハイデガーに対し、ドゥルーズはそこに

暴力（violence）をみてとる。ドゥルーズによれば、ハイデガーが贈与というメタファーに

固執するのは「存在に関する前存在論的な暗黙の了解」としての「〈同じもの〉の優位」に

根ざした「ひとつの欲望、あるいはひとつの φῐλία、思考と思考されるべきものとのアナ

ロジー、より適切にはそれらの相同性（homologie）といったテーマ」を保持しているから

である（DR188, n.1）。しかもそこには、理性的な生き物としての人間への期待さえ透けて

                                                        
6 この評価は『差異と反復』という著作の構成からも傍証が得られるだろう。というのも、その序

論（Introduction）では、差異よりもむしろ反復のほうの存在論的射程の重要性が示唆されているか

らであり、また本稿で参照した「ハイデガーの差異の哲学についてのノート」が第一章の差異論の

掉尾を飾るとともに、第二章の反復論の嚆矢・導入の役割を果たしているからである。このコンテ

クストを受け、第三章では「思考のイメージ」から「イメージなき思考」への転回が企図され、第

四章と第五章では、可能的なものから実在的なものの発生と、潜在的なものから現働的なものの

創出という二重の運動が、différent/ciation として展開されることになる。  
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見えなくもない7。 

これに対してドゥルーズは、差異と反復が思考に思考することを強いるときの衝撃には

らまれる暴力性に注目する。そして前節で略述した永遠回帰の解釈に立脚して、この暴力

性を動物性（animalité）、それも愚劣さ（bêtise）とみなす。「というのも、（…）思考は

思考に思考することを強いるものが何もないかぎり愚かな（stupide）ままであるのだから、

思考に思考することを強いるものは愚劣さの存在でもあるということに、つまり、思考は

思考を強いるものが何もないかぎり思考しないということになるのではないか」（DR353）。

しかし、ドゥルーズによれば、これは唾棄すべき事態ではまったくない。それどころか、

思考はこの愚劣さによってのみ覚醒されるのだから、思考することに不可避なこの動物性

は思考に豊饒さをもたらし、「思考の生殖性」（génitalité de la pensée）というポテンシャ

ルを開放してくれるものですらある。「愚劣さ（誤謬でなく）は、思考の最大の無力能

（ impuissance）をなしているのだが、思考に思考することを強制するものにおける思考の

最高の力（pouvoir）の源泉をもなしている」（ ibid.）。ドゥルーズは、思考の覚醒に暴力的

なものの介入を見出し、その愚劣さを人間に穿たれる非人間的ないし脱人間的な契機と捉

えることで、そうして人間が人間であることを恥辱（honte）とみなすことで、人間が人間

的思考から離脱する、あるいは少なくともその限界を突破する積極的なチャンスをみてと

ろうとするのである。  

思考のこうした含意は、ドゥルーズにおいてもハイデガーと同様、存在の問いから切り

離せない。それゆえ、思考の覚醒にみられる二人の規定の相違は、思考と存在の関係をめ

ぐる議論にも反映されることになる。先述したように、存在者と存在の相依相属性を二襞

と捉えるハイデガーは、この二襞としての存在論的差異が隠蔽されつつ開蔵する

（entbergen）さまを開襞（Entfaltung）と呼び、そこに思考の出現をみてとっている（GA7, 

245-259）。これに対してドゥルーズは、ハイデガーの襞の思考が「先行的な無差異に」で

はなく「絶えず襞を拡げて（se déplier）は折り返す（replier）ひとつの〈差異〉に」向けら

れていることを評価しながらも（P42）、「ハイデガーはあまりに急ぎ過ぎてしまった。彼

はあまりにも性急に折り畳み過ぎたのである」（F121）と批判する。どういうことか。ド

ゥルーズによれば、ハイデガーは非覆蔵性（ἀλήθεια, Unverborgenheit）としての存在の真

理に「闘争の源泉」をみてとらなかったために、存在が折り畳まれる（se plier）地平に作

用する「外」（dehors）―外部（extériolité）ではなく 8―の次元を見過ごしたのである

                                                        
7 もちろん私たちは、ハイデガーが、〈同じもの〉は必ずしも根拠たりえず、そこからさらに進んで

「没根拠の深淵」（Ab-grund）に直面する必要があると述べていること（GA79, 111-112）、そして原

子力エネルギーよりも思考のほうが暴力的であると述べていること（GA79, 89）を知っている。し

かしながら、ハイデガーは同じものの反復（das Wiederholen des Selben）を原初的なものへ近づくた

めの思考の技（die Kunst des Denkens）とみなすどこかしらノスタルジックな発想を放棄しないし

（GA79, 136）、思考せしめるものを思考すること（Denken）に贈与への感謝（Dank）という平穏な

合一的光景をみてとっている（GA8, 146）。これとは逆に、同じものの反復を異なるものの回帰と

捉えるドゥルーズは、後に詳述するように、同じものの反復を、そのつど一回限りの特異性をもた

らす運動とみなす。それゆえ、同じものの反復は原初的なものへ近づくどころか、むしろそこから

遠ざかる異他化を促すための思考の技ということになるだろう。  
8 外と外部の違いは、前者が存在論的次元で諸力（forces）の生成に関わるのに対し、後者が存在〔者〕

的次元で諸形態（formes）の歴史に関わるところにある（F92-93）。 なお、『差異と反復』では、差
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（F120）。外とは、思考の発生に寄与する暴力としての思考しえないもの（ l’impensable）の

謂いであり、思考とその次元を異にするものの、思考を新たに駆動させる働き〔ならざる

働き〕を指す。したがって、それは存在でもなければ、二襞としての存在論的差異でもな

い。ドゥルーズはこの外を、折り畳まれることで思考の中心に穿たれ、新しい内（dedans）

を構成する作用と言い（F104）、そうした力能であるかぎりの生であると述べる（F102）。

この生が理性的な人間の生ではなく、愚劣さとしての動物性であることはもはや言を俟た

ないだろう。そして、それがディオニュソス的な生を彷彿させるかぎりで、ここにもニー

チェの影がちらついているのを垣間見ることができる。  

襞が折り開かれ（s’expliquer）、あるいは折り込まれる（s’impliquer）とき、それ自体は決

して形成されることなく、あくまで襞の運動の間隙としてのみ作用する「外」。この外の

次元こそ、ハイデガーが垣間見ながらも精察を怠った当のものである。しかも、ドゥルー

ズによれば、そうして働く「諸力の関係、または権力の無形の関係」である存在の第二の

形象（figure）としての「〈〔権〕力的存在〉」（Possest）を顧慮しなかったことが「彼〔ハイ

デガー〕の技術的で政治的な存在論の奥底に潜む曖昧さ」を引き起こしている（F120-121. 

補足は論者）。かくして、襞において働く諸力の関係について、技術や権力という次元も

考慮しながら、ドゥルーズは探究を深化させていくことになる。  

 

 

４．存在＝力能＝機械 

 

ドゥルーズは存在と存在者の相依相属性を、襞における存在論的―より適切には、発

生論的―な諸力の絡み合いとみなし、そこに働く外の力を注視する。その射程が最も集

中的に探究されるのは、〈資本主義と分裂症〉と題されたガタリとの 2 冊の共著、なかで

も『千のプラトー』においてである。とりわけ注目したいのは、『アンチ・オイディプス』

で導入された存在のシステムとしての「器官なき身体」9が分子生物学的な装いをまとった

「機械状のもの」（machinisme）という更新的な規定をあてがわれること、そしてその内実

が相互に異質な諸要素の可動的配列としての「アジャンスマン」（agencement）という観点

から考察されることである。  

存在は、ドゥルーズ／ガタリによれば、ひとつの機械である。機械といっても、それは

人間によって制作された道具や機構（mécanisme）のことではない。そうではなく、機械と

                                                        
異を異化させるものとして働く「暗き先触れ」（DR156）がこの「外」に相当する役割を担ってい

ると考えられる。  
9 器官なき身体とは、器官の欠如や無化を志向するのではなく、器官の有機的統合に抵抗する存在

概念として、ドゥルーズ／ガタリがアルトーから借用したタームである。彼らはこれを「イメージ

なき身体」（AO14）と別言し、器官なき身体が『差異と反復』における「イメージなき思考」に呼

応する存在概念であることを示唆している。なお、第 2 節で述べた『差異と反復』における実現／

現実化（effectuation）の二つの系列の絡み合いはもちろん、『ニーチェと哲学』で分析されていた

多様なニヒリズムの交錯や、『意味の論理学』および『プルーストとシーニュ』の特に第二版以降

で探究されていた諸系列（séries）の発散と結合にも、ここでの探究の萌芽的形態がみられること

を付記しておく。  
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は無意識―ただし、個別的経験の遡行的な追求を通じて解釈される精神分析的な無意識

でなく、それに抗してスキゾ分析（schizo-analyse）が提唱する、社会的関係の網の目から

生産される集合的なものとしての無意識―から構想され、精緻化された概念のことであ

り、人間だけでなく他の生物から無機物まで含む存在者一般の非有機的な絡み合いを指す。

別の角度からみると、ドゥルーズ／ガタリは、あらゆる存在者を複数の構成要素の離合集

散によるひとつの効果として、それもいかなる超越／超越論的な裏打ちもなく内在／直接

的に構成されるものとして捉えており、そうした存在の働き（力能）を反映するタームと

して機械が選択されたのである 10。したがって、機械とは現象でもなければメタファーで

もない。そうではなく、それは存在と存在者の相依相属性そのもののリアリティにほかな

らない。そして、必ずしも明言されていないものの、この機械という観点から相依相属性

を繙くことが『千のプラトー』の主要なモチーフのひとつとなっている。いささか図式的

な整理に陥る危険を覚悟の上で、その骨格を概観しておこう。  

ドゥルーズ／ガタリは、相互に異質な諸要素を配列するアジャンスマンに、水平方向と

垂直方向の二つの軸をみてとっている。一方の水平方向の軸には、内容と表現という二つ

の切片が含まれる。前者は身体の機械状アジャンスマンを形成し、後者が言表作用の集合

的アジャンスマンを形成する。そして他方の垂直方向の軸には、再領土化と脱領土化とい

う二つの運動がある。前者はアジャンスマンが形成されてひとつの働きとして機能するこ

とを意味し、後者はその働きが解体されることを意味する（このとき、ある機能の喪失が

それ自体として別の機能に変異する場合もあれば、新しいアジャンスマンに移行する場合

もあるし、そのいずれでもなく諸要素がひたすら彷徨ないし離散していく場合もある

（MP168, 411））。またそのつどのアジャンスマンの形成と解体に当たっては、他のアジャ

ンスマンとの接続や断絶はもちろん、その発生論的傾向性としての系統流（phylum）と図

表（diagramme）が関与するとともに、そこから逃れる／こぼれ落ちる流露としての逃走線

／漏出線も影響を及ぼす。ドゥルーズ／ガタリにおける機械とは、こうした機械的

（mécanique）ならぬ機械状（machinique）に錯綜する運動の総体なのである。  

こうした瞥見から推察されうるのは、ドゥルーズ／ガタリの機械論が先述した諸々のニ

ヒリズムの交錯に由来する力の差異や異なるものの永遠回帰、襞の開閉に窺われるディオ

ニュソス的な生や外の力といったニーチェ読解を通じて展開された議論の昇華形態であ

る、ということだ。そしてこの推察に少しでも正当性があるなら、存在と存在者の相依相

属性の観点から考察すべきは、力の差異、なかでも力能の差異の次元に相当する系統流と

図表の理論的射程であり、その実現／現実化としての再領土化と脱領土化の運動になるだ

ろう。 

 

                                                        
10 この観点からすると、たとえば人間的身体は、諸器官が有機的に結合した個体ではなく、表皮を

インターフェースとして有機的なものと無機的なものが交錯を繰り返す諸力の緊張関係にそのつ

どもたらされる安定性のひとつの様態と規定することができるかもしれない。この規定は、私た

ちの身体が決して自律的に存続しえない、つまり、自らとは異質な要素の内在と外在が自らの存

続に欠かせないという事実に鑑みれば、容易に理解できるだろう。  
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５．抽象機械と領土化 

 

前節でみたように、系統流と図表はひとつのアジャンスマンの形成と解体や、諸々のア

ジャンスマンの接続と断絶にそのつど内在的に作用する。そうした性質ゆえ、両者は特に

抽象機械と言われる。抽象機械は実体でもなければ形式でもなく、あくまで抽象的な質料

であり機能であって、そのかぎりにおいて領土化のプロセスおよびそれに伴う逃走線／漏

出線の描出を誘発する。この抽象機械によって様々に領土化されて現れるのが具象機械で

ある。ただしこれら二つの機械に優劣があるわけではない。なぜなら抽象機械は諸々の具

象機械を横断的に貫くが、それら具象機械がなければ抽象機械の横断性は実現／現実化さ

れないからである。両者は、物質とそれを構成する微粒子の運動のように、あるいは、ニ

ーチェ読解のコンテクストに倣って言えば、力能と力量の関係と同じく、区別されながら

も分離しえないまま相互に影響を及ぼし合う。  

こうした機械の組成において、ドゥルーズ／ガタリは、アジャンスマンがそれ自体とし

てニュートラルであることに注意を促す。著名なランとスズメバチの事例（MP17）でその

含意を説明すると、ランは一方でスズメバチの性器となることで自らを脱領土化しながら

も、他方でスズメバチの生殖装置に再領土化されるのであるし、スズメバチも一方で花粉

を運んでランを再領土化しながらも、他方でランの生殖器官の一部となることで自らを脱

領土化するのである 11。アジャンスマンにおける、自らを差異化していく運動（自己異他

化）である脱領土化と、自らにおいて差異を寄せ集める運動（自己固有化）である再領土

化は、このように絶えず連動して生じる。もっとも、この二重の運動のどちらの傾向が強

いかという違いはある。それを決める要因のひとつが二つの外なる力、すなわち質〔強度

＝内包〕としての「速度」と、量〔移動＝外延〕としての「運動」の関係＝比（ rapport）

であり、もうひとつが三つの線、すなわちアジャンスマンを解体させる逃走線／漏出線と、

アジャンスマンを凝固させる「硬質な、あるいはモル的な切片性の線」およびアジャンス

マンの緩やかな連携を維持しようとする「柔軟で分子的な断片化の線」である（MP249-251）。

これら複数の要因の相互内在的な絡み合いが、アジャンスマンの形成と解体の方向を、そ

して形成されるアジャンスマンの性格やアジャンスマンの解体がもたらす効果を規定す

る。ここで強調しておきたいのは、ドゥルーズ／ガタリがアジャンスマンの凝固に対して、

またアジャンスマンを解体しつつその再構成を試みることに対して批判的であるにもか

かわらず、アジャンスマンの解体に創造性だけをみるわけでもない、ということだ（PP51）。

アジャンスマンの形成と解体には必然的に両義性、さらには多義性が伴う。それは、決し

て一義的でないからこそ、ニュートラルな出来事なのである12。  

                                                        
11 よりシンプルな事例として、ある旅客機がハイジャックに遭ったとき、それによって「乗客」は

脱領土化され、「人質」として再領土化される場合も挙げておく（MP103）。このように、アジャン

スマンには常に複数の平面（plan）が重合していて、ある平面では知覚しえない働きが他の平面で

は知覚されうる働きとなる。機械にはらまれるこうした平面の多層性とそこに実在する反復の運

動を、ドゥルーズ／ガタリは「リトルネロ」と呼んでいる。  
12 念のために申し添えておくと、ここでいうニュートラルとは、人間の視点からみて多様な評価が

できるということを意味するのではない。そうではなく、アジャンスマンの形成と解体が非人間
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アジャンスマンの多義性は、速度と運動がその上に作用するかぎりで異質な諸力の交錯

する場である「共立平面（plan de consistance）が、それを展開する脱領土化の運動や、そ

れを描いて表面に引き上げる逃走線や、それを構成する生成に先立って存在しない」

（MP330）こと、つまりそれらすべてが同時的に生起することと無関係ではない。これを

領土（territoire）の観点から言い換えると、領土は脱領土化の動きと不可分であり、脱領土

化は再領土化と不可分であるが、だからといって再領土化は領土への回帰を表わすわけで

はない。再領土化は領土の形成において、脱領土化の内部で働く差異的関係や、逃走線／

漏出線の内部で働く多様体を表わすのである（MP635）。これは、たとえ領土が安定してい

るようにみえても、そこでは諸力の緊張と速度と強度が渦巻いているのであって、それが

さしあたり均衡を維持しているに過ぎないことを意味する。  

さらに言及しておきたいのが大地（terre）である。大地は「領土の最も奥深いところに

あるあの強度の点、あるいは領土の外に投射される焦点としてのあの強度の点」（MP418）

とされる。大地は領土と同じものではない。けれども不変不動の土地というわけでもない。

なぜなら、『哲学とは何か』で言われているように、「大地はその場で脱領土化の運動を絶

えず行うのであり、この運動によって、あらゆる領土を超出していく。大地は脱領土化し、

脱領土化されるのだ。大地そのものが、集団で自分たちの領土を去る者たちの運動、たと

えば海底を一列になって歩き始める海老や、天空の逃走線に乘って飛ぶ蝗や鴫の運動と混

じり合っている」（QPh82）からだ。大地もまた、領土と次元を異にすれども、自らを構成

するものから切り離されず、そのかぎりで構成されたものとしてしか現れない13。だとす

れば、すべてに先立つのは脱領土化の運動なのだろうか。ある意味ではそうかもしれない。

しかし、領土から大地へ向かう以上、「脱領土化の運動は、どこか他の場所に開かれてい

る領土から切り離すことができない」（ ibid.）。再領土化のプロセスにおいても事情は同様

で、それが大地から領土へ向かう以上、大地から切り離すことはできない。アジャンスマ

ンを構成する諸要素が相依相属性の関係にあるというのは、こうした意味においてなので

ある。 

 

 

６．性起の出来事 ―脱固有化する固有化の働き、自己を所有すること  

 

 ハイデガーにおいても、存在と存在者の相依相属性が世界と自然の対決や世界と大地の

抗争として、さらには「大地、天空、死すべき者たち、神的なものたちからなる四方界の

反照‐遊戯」（Spiegel-Spiel）（GA79, 74）という角度から考察されている。また、技術的世

                                                        
的な要素の関与を不可欠としていること、およびそのプロセスが実現／現実化の二重の移行過程

を伴うために予見不可能性が常につきまとうことを意味する。アジャンスマンのこうした性格に

ついては、後に『襞 ―ライプニッツとバロック』で「共可能性」（compossibilité）という観点か

ら探究が深められることになる。  
13 ドゥルーズ／ガタリは、〈故郷〉（Natal）や我が家（chez soi）についても同じく、アジャンスマン

によって構成された場と考えている（MP398-402）。また同様の理由から「土着民（autochtone）と

異邦人（étranger）を区別することもほとんどできない」（QPh105）。  
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界に関しても、それは自然と本質的に対立するものでないという立場から、その本質を引

き受ける態度として「放下した平静さ」（Gelassenheit）と「隠された秘密に対する開性」が

指摘され、そこにみられる相依相属性について「私たちがまったく別な仕方で世界のうち

に滞留する可能性を授ける」と示唆されている（GA16, 528）。そこで、こうした相依相属

性の要諦をなすとされる「性起の出来事」（Ereignis）について、粗略ながら確認しておき

たい。 

 ハイデガーが思考の覚醒に贈与をみてとることと、そこに存在と存在者の相依相属性を

二襞の開閉と捉える視点があることは先述した通りである。晩年の講演『思索の事柄へ』

では、存在もまた贈与によって根拠づけられている。「存在をその固有性に関して（eigens）

思考することは、開蔵のうちに覆蔵されて遊戯している贈与するということ、すなわち、

〈それ〉は与えるということのために、存在者の根拠としての存在を放擲することを要求

する。存在は、この〈それ〉は与えるということの贈与として、与えることのうちに属し

ている」（GA14, 10）。さらに、ハイデガーは時間も贈与と規定した上で、現前性との関

係において、存在の運動としての「本質的な現れとは、滞留することである」（GA14, 16）

と述べる。そして「両者を、つまり時間と存在を、それらの固有的なものへ、すなわちそ

れらの相依相属性へ規定しているものを、私たちは性起の出来事
．．．．．．

と名づける。（…）／（…）

それゆえ、「〈それ〉は存在を与える」、「〈それ〉は時間を与える」において与える〈そ

れ〉は、それ自身を性起の出来事として証明する」（GA14, 24. 強調は原文）と言うのであ

る。したがって、そこにおいて存在〔と時間〕が贈与され、存在の滞留において存在者が

現れる〈それ〉が性起の出来事ということになる。  

 ところで、こうした存在の真理ならぬ元存在（Seyn）の真理の議論につきまとうのが、

固有化、所有化といったタームである。性起の出来事には「ある種の固有化（ein Zueignen）、

ある種の所有化（ein Übereignen）が示される」（ ibid.）。ハイデガーは〈それ〉による本質

的な現れの滞留―相依相属性の場と捉えてよいだろう―のうちに自らであることの

所有を、そしてそこに固有的なものをみてとっている。だが事態はそれほど単純ではない。

というのも「それ〔性起すること〕はその最も固有的なものを際限のない開蔵することか

ら引き離す。（…）性起そのものとしての出来事には、脱性起（Enteignis）が属している」

（GA14, 28. 補足は論者）からである。性起の出来事はそれ自体として現前せず、そこに

おける固有化の働きも脱固有化と切り離せない。だとすれば、〈それ〉はドゥルーズの言

う外の次元に相当するのだろうか。しかし、性起と脱性起〔という二襞の運動〕は、滞留

という仕方で差異を寄せ集め、〈それ〉において合一する〔折り畳まれて一襞になる〕の

だから、そのプロセスは思考の覚醒の場合と変わらないように思われる。いや、それどこ

ろか、そうした〈それ〉の働きに対して、根拠も曖昧なままに、脱固有化において自己の

所有（Eigentum）としての特有性（Eigentümliches）を人間にもたらすという価値付与がな

されることは、問題含みの手続きとさえみなしうる。もしその根拠が語源学的なつながり

に求められるのだとしたら、言葉や言語（が属するのではなく）に介入する言葉外のもの
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や非言語的なもの―まさしく外の次元である！ 14 ―の働きが意図的に排除されてい

るか、そうでなければ、それが何らかの超越的な次元として措定されかねない。  

これとよく似た危うさは「現実性に潜む、隠された根本動向」（GA79, 62）を探る技術

論にもみられる。そこでは、現代技術（die moderne Technik）の本質としてのゲシュテル

（Ge-stell）に対して、ピュシス（φύσις）としてのポイエーシス（ποίησις）に基づく単一

性（Einfalt）が突きつけられ、両者の技術のあり方が物の現前的にあり続ける働き（das 

Anwesende）に反映される仕方の違いにおいて比較検証された上で 15、自然を挑発する技術

〔テクネー〕ではなく、自然と共存する技術〔ポイエーシス〕が展望されている。しかし、

そうした技術への問いは最終的に元存在の真理における開蔵と覆蔵（Verbergung）の自己

固有化の問題へ回収されるし（GA7, 34）、また相依相属性についても、人間〔存在者〕は

技術の本質に干渉することができないまま、その開示に協力し、そうして存在の語りかけ

に聴従することで自由になるとされる（GA7, 26-27）。存在者は存在との相依相属性にお

いて常に劣位に置かれているようにみえるのである。 

ここに窺われる一方向的な価値づけ―哲学以前的な暗黙の了解としての思考のイメ

ージと言ってよい―は、ハイデガーにおける自然と技術の関係そのものにも敷衍できる

だろう。というのも、技術と自然が対立的でなく、性起の出来事において根底的に結びつ

いているのであれば、ポイエーシスに属するものとしてのテクネーとポイエーシスは自然

との関係において程度上の差異にあるとみなすこともできなくないはずなのに、そこに本

性上の差異だけが見出されるからである。この決定には何か恣意的なものがひそんでいな

いか。ハイデガーは自然と技術の関係性を捉え直しながらも、それに伴う概念論的な探究

を徹底的に遂行せず、途中で停止させているようにみえなくもない。もしそうだとすれば、

そこには何らかの予断が忍び込んでいるのではないか。  

 

 

７．出来事の特異性  

―アジャンスマンの変換による力関係の異化、脱所有の戦略  

 

 ハイデガーは存在と存在者の相依相属性を、人間〔存在者〕による存在への固有的なも

のの譲渡（Vereignen）と存在による人間存在への固有的なものの委譲（Zueignen）からな

る往還運動として語っている（GA79, 125）。一見すると、これは存在者と存在の身分規定

に優劣を置いていないようにみえる。だが、その内実はというと、前節で確認したように、

                                                        
14 もっぱらこうした観点から、『アンチ・オイディプス』やガタリの単著では、ハイデガーの「存

在」や「根拠」がラカンの「大文字の他者」と同一視され、そこに否定神学の残滓がみてとられて

いる（QE254-255）。なお、言語については、ハイデガーが「ギリシア語をギリシア的な意味で思考

すること、古代の言葉に後世の今日的な観念を混入して解釈するのを避けること」に固執するの

に対し、ドゥルーズは「言語をそれ自身で吃らせること」、「自分自身の言語の中で外国人のように

話すこと」を指向するコントラストも興味深い（D10-11）。  
15 ゲシュテルに帰属する、同一的なもの（das Selbe）の表象として立てる働き（Vorstellen）の所産

たる Bestand と、単一性に帰属する、同じもの（das Gleiche）のおのずと出てくるもの（Hervorkommen）

の所産たる Herstand を指す（GA79, 39-40）。  
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存在から人間への働きかけにおいて―しかもそれは、人間（Mensch）に向けてではなく、

人間存在
．．

（Menschenwesen）に向けてである―人間が存在を思考する体制を整えることに

なっている。つまり、相依相属性といっても、そこでは存在それ自身が問い直されないま

ま、人間だけが固有的なものにおいて変容を強いられるのである。  

しかし、ハイデガーが言うように、存在は思考する人間を必要とするのであれば、思考

によって人間の存在仕方が変容するとき、存在もまた変貌を遂げるとは考えられないだろ

うか。あるいは、逆から言うと、人間が思考しないで存在忘却に陥っているとき、ハイデ

ガーの主張する存在とは異なる存在〔に相当する何らかの働き〕が存在者とのあいだで何

らかの相依相属性において合一されている可能性はないのだろうか16。問題は〈それ〉に

よる存在の本質的な現れを固有的なもの、自己であることの所有に結びつくと捉え、そう

した状態が本来的であると規定し、そこに優位的な評価を与えるハイデガーのいささか性

急な態度である。この態度が彼の入念な思考を無造作に止めてしまい、先へ進ませなかっ

た要因であるように思われる。  

ドゥルーズの出来事論（théorie de l’événement）はそうした隘路をくぐり抜ける試みと言

いうる。ドゥルーズは、おそらくハイデガーの性起の出来事を念頭に置いた上で 17、出来

事を特異性（singularité）とみなす。ただし「特異性は本質的に前‐個体的であって、人格

的ではなく、非‐概念的である。特異性は個人と集団、人称と非人称、特殊と一般に対し

て―そしてそれら両項の対立に対して、まったく無差別である。特異性はニュートラル
．．．．．．

である」（LS67. 強調は原文）。このように明言することで、ドゥルーズは出来事に染み

ついた固有的なものを想起させる色合いを脱色しつつ、そこにそのつどの一回性を刻印す

る。この存在の外（extra-être）としての「もはや無限な〈存在〉の固定的な個体性（神の

有名な不動性）の中にも、有限な主観の定住的境界（有名な認識限界）の中にも幽閉され

ることがない諸々のノマド的特異性」は、また「未分化な深淵ではまったくなく、だが特

異性から特異性へと跳躍し、（…）骰子の一振りごとに常に断片化され、変更される」か

ぎりで「意味を生産するディオニュソス的機械」と言われる（LS130）。 

こうした特異的な出来事を生み出すものである機械についても、ドゥルーズ／ガタリは

あくまでニュートラルなもの、すなわち、そのつど異質な諸要素を混交させるかぎりで優

劣のつけられない働きとみなして追究していく。その構想は技術を、現代の技術的世界の

驚異的な発展において失われた―というよりも、その発展とともに新たに創出されたひ

とつの―自然との合一に回帰させることなど意図していない。そうではなく、むしろ自

然も含む機械において、徹底的に機械とともに歩みながら、機械が生産する特異性に関与

                                                        
16 このような問いかけは、存在〔すること〕と存在者を混同しているという批判をしばしば受ける。

しかし、存在は果たしてハイデガーの主張するように一意的なのだろうか。存在もひとつの運動

である以上、存在者と次元を異にするとはいえ、やはり存在の外とともに自らを構成し／構成さ

れるほかないのであり、そのかぎりで多義性を潜在させているのではないだろうか。問われるべ

きはこのことであり、ドゥルーズ／ガタリによるアジャンスマン、さらに注 12 で言及した共可能

性は、この問いへのひとつの応答とみなしうる。  
17 ハイデガーの Ereignis とドゥルーズの événement の異同の詳細については、米虫正巳「出来事と

存在 ―ドゥルーズとハイデガー」（『アルケー』第 23 号所収、関西哲学会、2015 年、55-67 頁）

を参照されたい。  
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するひとつのアジャンスマンを、別のアジャンスマンの形成や別のアジャンスマンとの接

続に向かわせること、それによってそこに働く力関係を異化させることをめざす（IM200）。

このとき重要なのは、諸要素の本来的な力関係を想定した上で、それに則してアジャンス

マンを整えることではなく、アジャンスマンを絶えず変換させて諸要素の布置を改め、新

しい力関係を創出し続けることだ。ドゥルーズ／ガタリは、力関係にアジャンスマンを従

属させるのではなく、その逆に、アジャンスマンに力関係を従属させようとする。そのね

らいは様々だが、本稿のコンテクストとの関連で言えば、力関係の固定化による所有の留

取を突き崩すこと、そして力関係それ自体を、論理以前の働きではなく、論理とは異なる

論理―se constituant としての機械―と捉え、その効果を多様な生産関係として展開す

ることが挙げられよう18。 

この観点からすれば、ハイデガーの性起の出来事における差異の寄せ集めを通じた合一

〔〈それ〉の働き〕は、不可能ではないにせよ、諸々のアジャンスマンの効果のうちのひ

とつでしかないことになる。いやむしろ、差異は離散を余儀なくされているからこそ差異

なのであって、離散の可能性なしにいかなる寄せ集めもない。また、開性（Offenheit）に

ついても、それは放下した平静さとの連動において合一を前提とするのではなく、その逆

に、合一を内破させたり、合一に穿たれたりする諸々の裂け目なのであって、その可能性

のひとつとしてくだんの平静さとの連動も想定されることになる。  

 要するに、ドゥルーズ／ガタリは、性起の出来事のうちからひとつの働きだけを取り出

して特権視し、それ以外の働きというポテンシャルをみようとしないハイデガーに異議を

唱えるわけである。本稿の締め括りとして、その事例をいくつか挙げておこう。  

 

脱領土化されたギリシア人は、自身の言語とその言語学的な富の上で、存在するという動詞の

上で、みずからを再領土化する。（…）しかし、ハイデガーにおいては、ギリシア人たちよりも
．．．．．．．．．．

先に進むことは問いにならない
．．．．．．．．．．．．．．

。（…）ハイデガーは、そうした脱領土化の運動にあれほど力強

く接近しながらも、その運動を裏切っている。なぜなら彼は、存在と存在者のあいだで、ギリシ

ア人たちなら〈存在〉と命名したであろう西洋の〈大地〉とギリシアの領土のあいだで、その運

動をこれが最後とばかりに凝固させているからである。（QPh91. 強調は論者）  

                                                        
18 たとえば、ひとつのアジャンスマンの配列においてはもちろん、同一のアジャンスマンであって

も、他のアジャンスマンとの接続の有無やその仕方に応じて、効果は異なる。その違いは、アジャ

ンスマンとその諸要素のあいだにいかなる優劣も序列もないこと、そのかぎりでひとつのアジャ

ンスマンが別のアジャンスマンの構成要素になったり、あるいは、それら諸要素が新しいアジャ

ンスマンを生み出したりすることがあるだけに、いっそう複雑である（LF289-290）。  

ところで、ドゥルーズ／ガタリはハイデガーにみられる固有的なものに批判的であるにもかか

わらず、アジャンスマン、ニュートラル、機械等々にそれと同じ特性を付与しているのではない

か、という反批判があるかもしれない。この反批判は正当である。しかし、だからこそ彼らは、相

依相属性における固有的なものが単一的な力関係に収束しないように、そこから逃れて別の力関

係を構成できるように、当の固有的なものが絶えずリセットされる余地を見出そうとするわけで

ある。なお、この余地に関しても、「蔵すること」（Bergung）の複数性というかたちでハイデガー

においてすでに担保されているという指摘があるかもしれない。この指摘についても、ドゥルー

ズ／ガタリはおそらく否定しないだろう。けれども、それが統合可能性という観点から「自己性の

本来的な露呈」として遂行され、そこにのみ相依相属性が追求されることに対しては決して同意

しないだろう。  
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ギリシア人が小アジア内陸部やペルシアや地中海沿岸の人たちとの接触においてギリシ

ア人であったのは紛れもない事実である。にもかかわらず、ハイデガーはギリシア人を隔

離し、大地と領土を作為的に囲い込んでしまっている。  

この点に関しては、別の角度から次のようにも言われている。  

 

彼〔ハイデガー〕は、ドイツ人の歴史の最悪の時期に、ドイツ人を経由してギリシア人たちに

復帰すること（rejoindre）を欲したのである。ギリシア人を待っていたのにドイツ人が目の前に

いる、ということ以上に悪いことがほかにあるだろうか、とニーチェは言っていたではないか。

（…）ハイデガーは再領土化の諸々の道の中で迷ったのである。（…）彼は民衆、大地、血を間

違えたのである。というのも、芸術や哲学が呼び求めるような人種は、純粋だと自称する人種で

はなく、虐げられ、私生の、劣った、アナーキーな、ノマド的な、どうしようもなくマイナーな

人種だからである（…）。（QPh104. 補足は論者）  

 

純粋なもの、原初的なもの、単一性を志向することは、必然的にそうでないもの、たとえ

ば、雑種的なもの、中間的なもの、複数性を喚起させるばかりか、そうしたものによって

のみ駆動させられうるフィクティヴな試みでしかありえない。このことは、これまでもそ

うであったし、いまもそうであるし、これからもそうであるだろう。  

さらにもうひとつ、やはり同じ視点に立った、おそらくハイデガーのヘルダーリン解釈

を意識したと思われる発言も引用しておく。  

 

ヘルダーリンがあれほど深く表現したのは次のようなこと、すなわち、ギリシア人たちにとっ

ての「生国」（natal）は私たちにとって「異国」（étranger）であり、私たちが獲得しなければな

らないものであるが、それに対して、私たちにとっての「生国」は逆にギリシア人たちが彼らの

「異国」として獲得しなければならなかったものである、ということだ。（…）私たちはギリシ

ア人たちにおいて自らを再領土化するのだが、ただし、彼らがもっていなかったものに応じて
．．．．．．．．．．．．．．．．．

、

彼らがまだそうでなかったものに応じて
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

そうなるのであり、したがって私たちは、私たち自身の

上で彼らを再領土化するのである。（QPh97-98. 強調は論者）  

 

ハイデガーはたしかに領土化のプロセスを思考している。しかし、先にみたように、それ

は相対的な次元にとどまっている。だから、ヘルダーリンのように、それを絶対的な次元

にまで徹底させなければならない。そうドゥルーズ／ガタリは言いたいのではないか。  

 

 

結 

 

ドゥルーズ／ガタリはハイデガーを批判するだけではない。これまでの考察からも明ら

かなように、彼らはハイデガーにおける存在と存在者の相依相属性という発想、そしてそ

れを導出した「〈差異〉の哲学」を高く評価している。しかし、ハイデガーは差異を差異
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たらしめる反復の精査をなおざりにしたために、外の次元を看過して相依相属性を一意的

に解釈してしまい、性起の出来事を同じものの回帰のヴァリエーションのように捉え、そ

こに非覆蔵性としての存在の真理をみてとることに終始している。ドゥルーズ／ガタリは

この点に不満を抱く。なぜなら、そこでは存在に対する存在者の態度変更だけが要請され、

存在によって存在者が根拠づけられる単一的な力関係しか考慮されていないからである。

そしてそれに対して、相依相属性という以上、存在と存在者は、たとえ次元の違いはあれ、

どちらも存在論的に構成し合うことに変わりなく、そうであるなら、存在者が変容すれば、

存在のほうも何らかの変容を被らざるをえない、と考える。そもそも存在自体、自ら構成

するのであり、存在の外との関係において構成されるのである。変容するのは相依相属性

そのものなのであって、そこで働く力関係は複数的でしかありえない。  

いみじくもハイデガーがニーチェの価値転換に見出した〈座そのものの新たな規定〉も、

こうした観点から捉えるべきであっただろう。相依相属性の変容は、異なるものの永遠回

帰として、すなわち、繰り返されるものが同じであっても、繰り返すことで異なったもの

となるかぎりでのそのつど一回限りとして反復されるのである。ドゥルーズ／ガタリは、

更新されたニーチェ解釈を梃子として、差異との連動において反復が異なるものの回帰と

して現れることを指摘し、そこに働く力関係を領土化のプロセスとして、とりわけ異質な

諸要素の結合と発散からなるアジャンスマンの実現／現実化として考察する。それは相依

相属性において、存在者の根底に同質発生的なひとつの存在が措定されることを、複数の

存在論的平面の混交による異質発生的な効果のひとつとして捉えるとともに、そこに窺わ

れる所有の構成的次元の多様性を真理の生産として展開しようともくろむ。そのかぎりで、

ドゥルーズ／ガタリの企図は、ハイデガーが途上で停止させてしまった差異の思考を継承

し、それをハイデガー以上に徹底させる試みとみなしうるのである。  

 

 

引用略号 

 

ハイデガーについては、慣例に従い Vittorio Klostermann 社から刊行されている

Gesamtausgabe の巻数と頁数を表記した。ドゥルーズ／ガタリについては、以下の通りであ

る。 

 

ouvrages de Gilles Deleuze 

DR: Différence et répétition, Paris, P.U.F., 1968. 

LS: Logique du sens, Paris, Éditions de Minuit, 1969. 

F: Foucault, Paris, Éditions de Minuit, 1986. 

P: Le Pli: Leibniz et le baroque , Paris, Éditions de Minuit, 1988. 

PP: Pourparlers 1972-1990, Paris, Éditions de Minuit, 1990. 

D: Dialogues, en collaboration avec Claire Parnet , Paris, Flammarion, édition augumentée, 1996. 

DRF: Deux régimes de fous, textes et entretiens 1975-1995, édition préparée par David Lapoujade, Paris, Éditions 

de Minuit, 2003. 

 

ouvrages de Gilles Deleuze et de Félix Guattari 

AO: Capitalisme et schizophrénie tome 1: L’Anti-Œdipe, Paris, Éditions de Minuit, édition augumentée, 1973. 
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MP: Capitalisme et schizophrénie tome 2: Mille plateaux , Paris, Éditions de Minuit, 1980. 

QPh: Qu’est-ce que la philosophie ? , Paris, Éditions de Minuit, 1991. 

ouvrages de Félix Guattari 

IM: L’Inconscient machinique, essais de schizo-analyse, Fontenay-sous-Bois, Éditions recherches, 1979. 

LF: Lignes de fuite: pour un autre monde de possibles , préface de Liane Mozère, Mayenne, Éditions de l’Aube, 2011. 

QE: Qu’est-ce que l’écosophie ?, textes présentés et agencés par Stéphane Nadaud, Ligne/Imec, 2013. 
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ジャン＝リュック・ナンシー 

―ハイデガーとの終わりなき対話― 
 

澤田 直（立教大学） 

 

 

はじめに 

 

ジャン＝リュック・ナンシーの思想形成において、ハイデガーは疑いようもなく重要な位

置を占めており、初期の著作から、カント、ヘーゲル、バタイユ、ブランショ、デリダと並

んで主要な源泉ないしは対話者のひとりであった。とはいえ、ハイデガー思想が前景に現れ

てくるのは、80 年代後半以降のことであり、とりわけ、『自由の経験』（1988）、『イメージの

奥底で』（2003）である。近年でも、『黒ノート』の公刊を受けて、『ハイデガーの凡庸さ』

（2015）を刊行するなど、ナンシーは倦むことなくハイデガーとの対話を続けてきたと言え

る。 

本稿では、共存在（共同体）、自由、イメージという 3 つの主題を取り上げ、それらのテ

ーマにおけるナンシーのハイデガー理解と批判の論点を整理する形で、ナンシーのハイデ

ガー読解と受容を検討することにしたい。ナンシーにはハイデガーを正面切って扱った論

考がいくつかあるが、それらは、辞書の項目として執筆されたものや、雑誌のハイデガー特

集号のために書かれたものであり、ナンシー自身の思想との直接対決を見るためには、必ず

しも適さないため、今回はそれらを主題的には扱わないことにする1。むしろ、ナンシーが

                                                        
＊本稿はハイデガー・フォーラム第 11 回大会での口頭発表に若干の修正を加えたものである。当日

は多くの方から啓発的なご指摘やご教示をいただいたが、それらを織り込むことはできなかった。

ここに感謝とお詫びの意を記す次第である。また、本稿の内容には、拙著『ジャン＝リュック・ナン

シー 分有のためのエチュード』（白水社、2013 年）の記述と重なる部分が多いことをお断りする。 

 

ハイデガーの著作に関しては以下の略号を用いる。  

GA: Gesamtausgabe, Vittorio Klostermann. 
SZ: Sein und Zeit, 17. Aufl., Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1993. 

 
1 ナンシーがハイデガーに言及した主なものを以下に挙げておく。 

« L’ "éthique originaire" de Heidegger », La pensée dérobée, Paris, Galilée, 2001.「ハイデガーの「根源的倫理」」

合田正人訳、『みすず』488，489，491 号，2001，2002 年。『倫理学事典』（Dictionnaire d’éthique et de philosophie 

morale, Paris, PUF, 1996）の項目として執筆されたものに加筆されたもの。「ハイデガーには道徳学がな

い」とか「ハイデガーには悪しき道徳がある」といった通説から距離を置き、「ハイデガーの思想は

徹頭徹尾、ひとつの根本的倫理学として構成されていた」という言明から出発して、最終節ではハ

イデガーをどのように再読解することができるかの可能性が示唆されている。その内容は他のナン

シーの著作で述べられていることの簡潔な要約となっている。 

« La décision d’existence », in Une pensée finie, Paris, Galilée, 1991.『限りある思考』（合田正人訳、法政大

学出版局、2011 年、以下 PF と略記し、邦訳/原著の頁数を記す）。初出は共著« Être et temps » de Martin 

Heidegger, Marseille, Sud, 1989. 『存在と時間』における「決断」という語をめぐる綿密な分析であり、

『自由の経験』の後半で素描されていた決断の問題に呼応する論考である。 

« L'amour en éclats », in Une pensée finie. 初出は、Alea, N° 7, 1986. 「愛」に関するハイデガーの沈黙を

めぐる考察を部分的に含む論考。 
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自身の見解を展開する際に、引用されたり、コメントされたりする、断片的な言及をもとに

することで、彼の立ち位置が明瞭に浮かび上がると思うからである。  

結論を先取りする形にはなるが、ナンシーがハイデガーを援用するときに特徴的な身振り

を述べておこう。それは、ある問題構成に関して、その最も適切な考察の例として、ハイデ

ガーの文章を引用した上で、それにもかかわらず、その考察から帰結するいくつかの内容に

は留保をつけるという仕方である。たとえば、『有限な思想』所収の「終わる思考」におい

て、有限性の意味を問う際に、ナンシーはハイデガーの『カントと形而上学の問題』を引用

しながら、次のように書く。 

 

あるひとつの必然性を最初に肯定することによって以外の仕方では、直接的に答えようと努める

ことはできない。「有限性の最も内密な本質の錬成は、それ自体がつねに、第一義的な仕方で有限

でなければならない」 。（PF 6/13） 

 

だが、その出典を掲げる注の部分で、以下のような留保というか、批判がなされる2。ハイ

デガーは、「有限な思考」の相対主義に留まっているために、有限性の「真理そのもの」の

認識について語りながら、それを「可能性のひとつ」とするある種のレトリックの罠に捕ら

われたままなのだ、と。 

これはけっして特別な例ではない。それどころか、ほとんど多くの場合、ナンシーはハイ

デガーを引用しつつ、その命題の内容そのものではないとしても、その含意に疑義を呈し、

新たな解釈の余地を示唆するのである3。今回、取り上げる三つの主題の場合もまさにこの

形で論は展開される。以下、ひとつずつ検討することにしよう。  

 

 

 

 

                                                        
その他に、フロイトとハイデガーがなぜ定期的に回帰してくるのかについての短い記事 « Freud, 

Heidegger, notre histoire », Le Monde, 4 novembre 2005 や、ハイデガー特集号でのインタビューなどもあ

る。 « Entretien avec Jean-Luc Nancy conduit par Frédéric Postel (mai 2006 - avril 2007) », Cahiers philosophiques, 

N° 111 octobre 2007, pp. 79-82. 
2 「この文の直接文脈が示されたとしても、この文が正当化されるわけではない。そこでハイデガー

は、「有限な思考」の結局は相対主義的な考え方に捕らわれており、この考え方は、有限性の「真理

そのもの」を認識すると強く主張することができずに、数ある可能性のなかの「ひとつの可能性」

にずっととどまるだろう。このことは解明されることを少なくとも求めている。有限性「それ自体」

は認識されないが、それは遠近法主義の効果のせいではない。それは有限性「それ自体」が存在し

ないからなのだ。問われているのはこのことであって、思考の謙譲についてのひとつのレトリック

ではない。ここでハイデガーはこのレトリックの罠に捕らわれたままである」。（PF 7/13-14）  
3 同書から別の例を引いておこう。こちらは、意味の可能性に関するもので、先の引用の少し後に

『存在と時間』に関して、またも注の形で記される。「この書物［『存在と時間』］は、存在の意味で

あるかぎりでの意味の「脱構築」の原理を定義しているのだが、それにもかかわらず、そこでのハ

イデガーはやはり、意味の呈示についての古典的な二つの体勢に従属したままである。これら二つ

の体勢とは、「了解」としての体制であり、もう一度は「感じること」ないし「感情」としての体制

である。ハイデガーは、これら二つの体制は不可分でありつつも、二つは二つであり続けるだろう

と繰り返し言っているが、この二元性を明確には問いただしていない」。（PF11 /16）  
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１ 共存在（共同体） 

 

まずは、共同体＝共同性である。ナンシーの出世作として知られる『無為の共同体』（1986）

は、一連の論考からなるが、同じタイトルの最初の論文は 1983 年に雑誌『アレア』に発表

され、その後、同じ主題を扱った二つの論考（「途絶した神話」「〈文学的共産主義〉」）を収

録する形で単行本化され、さらには第 2 版で、新たにいくつかの論考（「〈共同での存在〉に

ついて」「有限な歴史」）が追加された。その意味で、ナンシー思想の出発点であると同時に、

80 年代半ばの彼の思想を反映している4。 

一連の論考は、何よりもジョルジュ・バタイユ、そして、モーリス・ブランショの思想に

導かれながら、新たな共同体あるいは共同性について考察したものであるが、数か所でハイ

デガー（とりわけ『存在と時間』）への重要な言及が見られる。ただ、それは全面的な肯定

というよりは、多くの留保つきのものである。焦点となるのは、共存在（Mitsein）、そして

現存在が「死への存在（Sein zum Tode）」であるということの意味である。 

ナンシーによれば、ハイデガーは『存在と時間』において、現存在が本質上おのずから

Mitsein であることを明らかにしつつも、それを十分に発展させることはなかった5。死の分

析論において、現存在は何よりも「死への存在」という側面が強調されることで、共存在と

いうモチーフが背景にしりぞいてしまうからである6。それはなぜかといえば、死への先駆

によって現存在は単独化し、「他者との共存在は何の役にも立たなくなる」（SZ, S. 263）と考

えるからである。つまり、ハイデガーは残念なことに、別の部分で自ら明らかにした共同存

在と「死」の問題とをリンクさせることがなかった。この点がナンシーの批判の中心となる。

というのも、ナンシーによれば、むしろ死のうちにこそ「共同性」の開示の可能性を見出さ

なければならないからである。 

 

共同体は他人の死のうちに開示される。そうしてつねに他人へと開示されている。共同体とは、

つねに他人によって他人のために生起されるものである。それは複数の「自我」（……）の空間で

なく、つねに他人である複数の私［たち］の空間である。（CD 28/42） 

 

ここで共同体は、諸々の自我が融合した上位の「我々」や「主体」だとはされていないこ

とに注意する必要がある。主体としての共同存在などないのであり、まさにこの不可能性こ

そが共同体に刻みこまれている。共同体とは生産や活動のための企てでもない。無為の共同

体と名づけられる所以である。他方で、共同体とは個々の有限性を補うようなものでもない。

「有限性は共出現する、つまり曝し出される、それが共同体の本質なのである」（CD 53/73）

とされる。 

                                                        
4 『無為の共同体』（西谷修・安原伸一朗訳、以文社、2001 年）。Jean-Luc Nancy, La communauté désoeuvrée, 

Paris, Christian Bourgois, 1986. 以下、CD と略記し、邦訳/原著の頁数を記す。 
5 さらには、Mitsein なり Mit-da-sein と名づけて考察されたものは、ハイデガーの思想のうちではいま

だしかるべき根源性も決定も与えられていなかった（CD 159/203）と考える 。 
6 その一方で、現存在が「死への存在」であるということをめぐるハイデガーの考察は、「私なるもの

が一個の主体とは別のものであること」を端的に示していると述べて、評価もしている。 
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とはいえ、『無為の共同体』ではハイデガーへの明示的な言及はごく限られているから、

同じ問題系を再び論じる『複数にして単数の存在』（1966）を参照することにしよう7。ナン

シーはそこに所収された論考で、「我々」の問題を哲学‐政治的地平において考察しようと

するが、その際に、「第一哲学」である存在論に立ち戻ることが必要であるとした上で、「最

後の「第一哲学」はハイデガーの基礎的存在論によって、我々に手渡されている」（ESP 68/46）

と述べる。 

つづいて、ナンシーが Être-avec（共に‐存在）と呼ぶものが、ハイデガーによって、Mitsein, 

Miteinandersein, Mitdasein という形できわめて明瞭に、Dasein に本質的であると明言されてい

ることが確認される。その上で、現存在は、主体でないのと同じく、孤立した「一者」でも

なく、「と共に」というあり方こそが、共‐根源的な次元としてあると指摘しつつ、ハイデ

ガーにおいては、この側面が結局は十分に展開されなかったとして、実存論的分析論を「再

初期化」しなければならないと主張する8。 

 

断固として、 諸根源の複数で単数のものから、つまり共存在から、基礎的存在論を作りなおさ

ねばならない（そしてこれは、実存論的分析論にも、存在の歴史にも、性起（Ereignis）の思考にも、

同様に当てはまる）。（ESP 68/46） 

 

つまり、ナンシーは、ハイデガーのうちで萌芽状態にとどまった問題構成を発展させよう

というのである。その先にあるのは何か。それはコミュニケーションと結びつくコミュニテ

ィ（共同体＝共同性）の問題に他ならない。  

 

ハイデガー自身がこう書いている。「現存在の存在理解のうちに、すでに（……）他者たちの理

解がある」（SZ, S.123）と。しかし、おそらくそれでは未だあまりに言い足りない。存在の理解は他

者たちの理解に他ならないのであり、それはつまり、すべての意味において、「私」による他者た

ちの理解であるとともに、他者たちによる「私」の理解であり、相互の理解に他ならない。端的に、

存在とはコミュニケーションである、と言えるだろう。まだ、「コミュニケーション」とは何であ

るか、知る必要が残るだろうが。（ESP 71/47） 

 

ナンシーが問題にしようとするのは、同一者たちの合一であるようなコミュニオンではな

く、他者性が解消されることのないコミュニケーションである。「コミュニケーションとは、

まず何よりも、この有限性の分有とその共‐出現からなる。つまり、〈共同での存在〉を―

まさしくそれが一つの共同存在でないという限りで―成り立たせるものとして開示され

る脱‐臼と問い質しからなるのである」とナンシーは書く9。 

                                                        
7 『複数にして単数の存在』（加藤恵介訳、松籟社、2005 年）。Être singulier pluriel, Paris, Galilée, 1996. 以

下 ESP と略記し、邦訳/原著の頁数を記す。 
8 同じ指摘がこの本の中でしばしば繰り返される。それでも、「Mitsein の分析論は、Mitsein という特

徴線が Dasein に共‐本質的なものとして与えられているにもかかわらず、素描のまま、従属的なま

まに留まっている」。（ESP 185/117） 
9 ここでも、ナンシーは注に次のように記す。「この意味で、個々の特異存在の共‐出現（com-parution）
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一方、死の問題についても、死とは、ハイデガーが正当に指摘したように、各自固有の死

であり、私が他者の代わりに死ぬことができない、ということを確認する。だが、それを別

の方向へと発展させる。一方、他者は彼が私とともにある限りで死ぬ。我々は互いが互いへ

と生まれ、死ぬ。相互に露呈し、根源の露呈不可能な特異性を露呈するのだ、と。それゆえ、

死は「主体に対して」生起するのではなく、ただその表象だけが「主体に対して」生起する。

しかし、それゆえにまた、「私の死」は「私」と共に単なる消失のうちに呑み込まれるので

はない。死は実存の究極の可能性であるが故に、実存そのものを露呈させる。したがって、

死は本質的に言語として生起し、言語はつねに死について語る。 

このように、ナンシーの身振りはハイデガーに従いつつも、そこから離れるものである。 

 

ハイデガーに従って、自分の固有な死への関係が、「その最も固有の存在を、自己自身から引き

受ける」（SZ, S.263）ことにあるとしても、この引き受けは、ハイデガー自身の断定に反して、「一

切の共‐存在の妥当性を止める」ことを含意しない。（ESP 179/114）  

 

なぜなら、「私の死とは、他の実存者たちの固有の可能性の「最も固有の」共‐可能性」

だとナンシーは考えるからである。とはいえ、ここで問題になっているのは、私と他者の同

質性や同一性ではない。むしろ、共‐存在は、同一性（mêmeté）に帰着しない他者を指し示

す、つまり、諸根源の複数性を指し示す。〈共に〉の正確な尺度（mesure）は、離散‐措定

（dis-position）そのものの尺度であり、ある根源から他の根源への隔たりの尺度である。ナ

ンシーは、まさにこの尺度をハイデガーが認めなかったとして批判する。  

 

ハイデガーは、彼の Mitsein の分析論において、いまだにこの尺度に権利を認めていない。「単な

る隣接の無関心」と、本来的な「他人の理解」（……）との間で、「実存論的疎隔性（Abständigkeit）」

という主題は、ただちに競合と支配へと送り返し、「ひと」の無差別な支配へと開いている。「ひと」

は、全員の全員に対する一般的な疎遠性の平均化する転換としてしか生み出されない。」（ESP 

163/105） 

 

つまり、これは、ハイデガーが「ひと」を否定的に評価することへの批判なのだ。「ハイ

デガーの「ひと」は、実存的な「日常性」の原初的な把握としては不十分である。それは、

日常的なものを、いまだ差異化されないもの、匿名的なもの、統計と混同させる」。（ESP 39/27）

後に見るように、この日常性の否定的評価は、『存在と時間』の構造と無縁ではない、とナ

ンシーは考える。そして、この不完全性が、ハイデガーの分析の開放性にもかかわらず、閉

塞の原理を内包し、「共‐存在」を「民族」や「運命」で満たし、それらに閉じ込めること

の原因になったとしている10。 

                                                        
は、ハイデガーが前言語的な「解釈（Auslegung）として理解している言語の前提条件に先行するも

のでさえある」。（CD 53/73） 
10 とはいうものの、同時に注において、『哲学への寄与論考』の読解によって、再解釈が可能である

と示唆している。「『存在と時間』を書き直さねばならない。それは馬鹿げた野望でもなければ、「私
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ナンシーの方はといえば、根源的な経験のうちにむしろ、「分有（partage）」というテーマ

を見出す。共通の根源をもちはしないが、それでも、根源的に共同で存在する、共に存在す

ること。ナンシーにとって、「共に」とはどのようなものか。「「共に」は、各々、そのつど、

その場所に留まるものの置換である。「共に」とは、他者なき置換である」（ESP 186/118）と

される。ここでいう「共に」はなんらかの他者の現存を問題にすることではない。むしろ、

「他者」については、陥穽もあることが指摘される。なぜなら、他者とはつねに媒介者だか

らである（そのプロトタイプがキリストだ）。むしろ、媒介者なき媒介こそが問題にされね

ばならないというのだ。媒介者なき媒介、これこそが、ナンシーの考える、中間‐場（milieu）

であり、分有（partage）と移行（passage）の場ということになる。 

以上見てきたように、ナンシーにおける「共存在」は、「我々」を要請する。ただ、それは

けっして既存の共同体には還元されるものではない。構成員を死へと駆り立てる共同体（国

家、民族など）とはまったく違うのだ。「それは自らの作品に向けて構制されているという

ときのように死に向けて構制されているのではない。共同体は作品でもなければ、死の営み

を果たすことでもない」（CD 28/41）と述べるナンシーにとって事態はむしろ、まったく逆

であり、ここで問題となる共同体とは、極言すれば、どこにもない何かである。 

言い換えれば、ナンシーの共同体論は、ヘーゲルからハイデガーにいたるまで構想されて

きたような、企てとしての集団でも、集団的な企てとしての「民族の精神」とも根本的に異

なるものである11。共同体の機能は、その「成員」に、死すべきものだという真実を呈示す

ること以外の何ものでもない。そして、この立論にはバタイユの思想が大いに援用されてい

るのだが、ここでは、それを指摘するに留め、次のテーマ、「自由」に移りたい。  

 

 

２ 自由 

 

最初にも述べたように、ナンシーがハイデガーを全面的に参照すると同時に対決すること

になるのは、彼の主著の一つ『自由の経験』（1988）においてである12。『自由の経験』は、

〈意志の自由〉あるいは libre arbitre を中心とした従来の自由論の系譜に終止符を打つため

に構想されたものであり、その出発点となるのがほかならぬハイデガーの自由論である。カ

ント、シェリング、ヘーゲルを読解するハイデガーに導かれながら、ナンシーは自由という

主題を問うことの必要性、それが遭遇する困難、自由と哲学の関係などについて議論を進め

るが、後半に入ると、ハイデガーに抗しながら、共同体、平等、悪、決断などのモチーフが

独自の視点から論じられることになる。 

ナンシーが展開するきわめて精緻な議論と、複雑な問題をかなり単純化して、レジュメす

                                                        
のもの」でもなく、我々のものである限りでの、重要作品の必然性である」。（ESP 185/118） 

11 ナンシーは、「同じハイデガーが、民族そして運命という、少なくとも部分的には主体と考えられ

たもののヴィジョンのうちに踏み迷ってしまう」（CD 27/40）と言って批判する。 
12『自由の経験』（澤田直訳、未來社、2000 年）。L’expérience de la liberté, Paris, Galilée, 1988. EL と略記し、

邦訳/原著の頁数を記す。 
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ることになるが、お許し願いたい。本書はいわゆる序論、本論、結論という形式を取ってい

ないが、最初の 3 章（1「自由という主題テーマの必然性。混然とした前提と結論」、2「自

由の問題の不可能性。混在する事実と権利」、3「我々は自由について自由に語り得るか」）

がいわば導入部となっている。ナンシーによれば、自由は証明されるべきものであるよりは、

むしろ試練（épreuve）あるいは経験=実験（expérience）の次元で現れる。つまり、自由の証

拠（preuve）はその実存のうちにある。そして、この証拠あるいはこの経験が何を提示して

いるかといえば、それは、「自己固有の本質としての実存は存在の自由以外の何ものでもな

い」（EL 34/29）ということである。その意味で、自由と実存とは等価である。しかし、そ

れは、自由の問題を問うことの困難さも同時に示している。事実問題と権利問題が混じり合

っているからだ。別の観点からすると、自由は、問いの対象となることはできず、ただ自己

の肯定の賭け金なのだと言うこともできる。ところが、カントは自由を「因果性の特殊な種

類」と捉えたために、「自由は因果性の一種ではない」という事実を取り逃がしてしまった。

このあたりの事情を見事に指摘したのがハイデガー（『人間的自由の本質について』）だとナ

ンシーは指摘する。 

ナンシーによれば、ハイデガーは、自由の〈事実〉の規定に関してカントとは別の方向に

向かうことで、因果性に対する自由の関係を逆転し、自由の問題を優れて存在論的な問題の

位置へと昇格させた。つまり、ハイデガーはカントの考察から出発し、それを再検討し、自

由の実在性の究明を〈実践〉の特有な「実在性の様態」のパースペクティヴへと置いたのだ。  

ところで、ハイデガーのこの挙措は何をもたらしたのだろうか。まずは、理性の実践がも

つ固有の事実性の発見である。そして、それによって、理性は意志と、さらには意欲および

義務と結びつけられることになる。というのも、「この事実性は、意志が自分自身に対して

もつ義務的関係と無縁ではない」（EL 41/33）からであり、と同時に、「この意志の義務的関

係自体は、義務が自分自身に対してもつ意志的関係でもある」（EL 41-42/34）からでもある

（そうはいっても、ここで問題となっているのが、主体（自我）の意志や意欲でないことに

は十分な注意が必要である）。 

このように事実問題と権利問題が織りなす錯綜した関係を指摘しながらナンシーは、自由

とは、自己が自己へと向けて超越することだと明言する。ここで言う超越とは、限界へと赴

くこと、限界において露呈（exposé）されていることを意味する。つまり、つねに外へと向

かうという意味での実存＝外存（existence）というあり方だ。したがって、自由は実存の本

質なのである 。  

「哲学者はひとつの「自由」の原理の自明性と根拠としてのこの同じ自由の終局的なアポ

リアとの間で板挟みになっている」（EL 59/47）が、それは自由に関する思考を諦め、放棄

することではない。このような事態にもかかわらず、哲学は自由についての思考を続けざる

をえない。なぜなら、思考とは、自由へと向けられた自由のことに他ならないからだ。それ

では、どうすれば、このアポリアから抜け出すことができるのだろうか。その突破口がハイ

デガーの所作のうちに見出される。 

こうして、第 4 章からナンシーはハイデガーの自由論の変遷をていねいに追う作業を始め

る。『存在と時間』（1927）、『論理学の形而上学的始原根拠』（1928）、『根拠の本質』（1929）、
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『人間的自由の本質について』（1930）から『シェリング講義』（1936）へといたるハイデガ

ー思想における自由問題の変遷を追うことで、ナンシーは 1934 年にひとつの断絶を見出す。

そこを境に自由の探求が打ち切られたのだ。当初、スピノザ、カント、シェリング、ヘーゲ

ルにも比肩するあり方で自由を問題にしてきたハイデガーにいったい何が起こったのだろ

うか。自由を「存在の問いが根をもつような、哲学の根本的な問い」（GA31, 300）としてき

たハイデガーが、なぜその分析するのをやめ、〈自由な開けた空間〉（das Freie）のモチーフ

へと移っていたのだろうか。このような問いを立てたナンシーは以下のように答える。それ

は、シェリングの自由論を読解するうちに、その長所とともに限界をも理解したためだ、つ

まり、「必然としての自由と、善と悪の相関的な可能性とのもとにある始源的な統一を、シ

ェリングがラディカルに考えるにいたらなかった」ことに気づいたためなのだ。その結果、

シェリングの自由が参照項として放棄されるだけでなく、自由の観念までも形而上学的な

ものとして放棄されることになる。 

ところで、ハイデガーの「自由」の放棄は、他のより本来的な「自由」の名のもとに行な

われている。つまり、人間の自由ないしは主体の自由は、存在の自由のために放棄されたと

ナンシーは分析する。このことは 1943 年の「演習ノート」からだけでなく、同時代の『真

理の本質について』から読み取ることができる。言表との一致として解された真理が、自由

と関係づけられことになるのだ。こうして、自由とは存在者の「開在性」を指し示すものに

なる。ハイデガーは、自由は「自由意志の気まぐれでも、必然性を受け入れる用意ができて

いることでもない」（GA 9, 189）と明言するにいたるのだ。このように、ナンシーは、ハイ

デガーの思索の長い道のりを辿りながら、『存在と時間』の哲学者が最終的に、特質＝固有

性（propriété）なり力（pouvoir）としての自由から、「自由な開けた場所」という特有な境位

へと移行したことを確認する。 

詳細な分析を経て、ナンシーが得た結論は何だろうか。それはハイデガー思想の彼方に垣

間見える、存在の退‐隠と自由の特異な事実性との相関関係である。これこそが明らかにさ

れるべき問題である。つまり、「ハイデガーによって自由なままに残された空間」のうちで、

自由についての新たな考察が展開されなければならない  、とナンシーは断言する。 

哲学は伝統的につねに自由をオリジンとして、エレメントとして、さらには思考の最終的

な内容として考えることによって、了解可能なものとして捉えてきた。だからこそ、カント

以降ヘーゲル、ニーチェ、さらにはハイデガーにいたるまで、自由の思考はいわば自由とい

う「必然の必然」を了解する方向へと進むことになる。ところが、そうなると、逆説的にも、

自由は取り逃がされてしまうことになる、とナンシーは批判する。むしろ了解不可能なもの

として現れる自由を了解するべきであり、この思考の限界に挑むべきなのである。ハイデガ

ーは「我々が了解できることは、自由が了解不可能だということだけだ」13と述べたが、了

解不可能性を了解するとはどういうことなのかが問われねばならない。  

以上の分析からナンシーは、自由と思考の共属性を導き出す。つまり、自由とは何よりも

                                                        
13 Heidegger, Schelling, trad. de l’allemand par Jean-François Courtine, Paris, Gallimard, 1977, p. 279. ハイデガ

ー『シェリング講義』（木田元・迫田健一訳、新書館、1999 年）364 頁。 
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〈贈与性〉だと考えられるべきだが、その自由が与えるものが、ほかならぬ思考そのものだ

という循環構造が見られるのである。 

だが、このあたりから、ナンシーはハイデガーから少しずつ離れていくことになる。たと

えば、ハイデガーが考えたのとは異なり、跳躍は思考の自由な決断ではない、とナンシーは

断じる。むしろ自由こそが跳躍するのであり、自由が思考を与えるのだ、と。このように、

『自由の経験』はハイデガーとの全面的な対話によって成立しているが、共同体という主題

の場合と同様、ナンシーは、たとえば、アレントなどを援用することで、意図的に距離を取

ろうとしていることが随所に見てとれる。 

 

 

３ イメージ・像 

 

第三のテーマ、イメージに移ることにしよう。ナンシーは 1990 年代から多くの芸術論、

絵画論を発表するようになる14。おそらく一連の論考の先駆けとなったのは、1984 年発表の

「崇高の贈り物」であろう。カントの〈図式〉が再解釈されるこの論考での対話相手がカン

ト、そしてヘーゲルであることは当然だろう。ただし、ハイデガーの読解に関する明示的な

言及はない15。「崇高の贈り物」で素描されたイメージ論が新たに展開され、ハイデガーが重

要な参照項として論じられるには、2002 年に発表された論考「仮面の想像力」を俟たねばな

らない。アウシュヴィッツにおける表象（不可能性）の問題を扱った論考などを含む『イメ

ージの奥底で』16に所収されたこの論考は、論集の理論的中核をなすものだが、ハイデガー

の『カントと形而上学の問題』の 19 節から 23 節（とりわけ 20 節）、「根拠づけの第四段階 

オントロギッシュな認識の内的可能性の根拠」の精読である。Bild という語のカントによる

3 つの意味ないしは用法をめぐるハイデガーの考察を再検討することによって、イメージの

本質を理論的に解明しようと努めるナンシーは、次のような引用から始める。 

 

「像」（Bild）とはさしあたり、眼前にあるもの（Vorhandenes）として顕わ（offenbar）であるかり

ぎにおける一定の存在者の提供する光景＝眺め（Anblick）である。（AFDI 186/155）17 

 

この後につづくくだり18をほぼハイデガーの言葉通りに敷衍した後、ナンシーは、「それゆ

                                                        
14 『女神たち』（1994）、『肖像の眼差し』（2000）、『訪問 ―イメージと記憶をめぐって』（2001）、『映

画の明らかさ』（2001）、『イメージの奥底で』（2003）、『私に触れるな ―ノリ・メ・タンゲレ』（2003）

等。 
15 そこで、他の思想家の引用を連ねるのだが、ベンヤミン（「ゲーテの『親和力』」）、アドルノ（『美

の理論』）、バタイユ、ブランショ（「文学と死への権利」）と並んで、ハイデガーの「芸術作品の起

源」も引用されている。 
16『イメージの奥底で』（西山達也・大道寺怜央訳、以文社、2006 年）。Au Fond des images, Paris, Galilée, 

2003. 以下、AFDI と略記し、邦訳/原著の頁数を記す。 
17 フランス語訳は、Alphonse de Waelens と Walter Biemel によるもの（Kant et le problème de la métaphysique , 

Paris, Gallimard, 1953）で、ドイツ語はナンシーが追加したもの。  
18 「こうした意味から派生して、像はさらに次のものを言うことができる。眼前にあるものの写像的

光景（abbildender Anblick）、ならびにもはやないものの模造的光景（nachbildender Anblick）、あるいは
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え、我々の前にはまず直接的外観であるイメージがあり、ついで肖像 portrait（Abbild）‐再

現 restitution（Nachbild）‐模範 modèle （Vorbild）というミメーシス的三者の関係（triplicité 

mimétique）があるが、ハイデガーはそこにさらに「眺望一般」というきわめて広い意味をつ

け加えるのである」（AFDI 186/155）、とパラフレーズした上で、ここでのハイデガーの狙い

を問う。 

ナンシーによれば、ハイデガーはカントが明確に区別しなかった以上の三つの意味の区別

を明示化し、これらを区別することで図式機能を解明しようしている。つまり、第三の意味

である「眺望のうちに捉えること一般の可能性の産出」が、第二の意味である「あらゆる種

類のミメーシス的なイメージ」を経由し、そこから遡行して、第一の意味である「自らを見

せる外観としての像（Bild）」の根源的価値へといかに送り返されるのかを示そうとしている

という。 

ナンシーによれば、このことは、ハイデガーが、ミメーシスをめぐる諸価値をいわば転倒

させて、派生的像（Abbild）は直接的に像として自己を示すものの模写つまりコピーでしか

ないが、しかしコピーは事物をコピーするとともに、事物が〈自己を示す〉そのありようを

もコピーすると考えるということである。ナンシーがここで注目するのは、Abbild（模写、

複写、肖像）、Nachbild（複製、模造）、Vorbild（手本、模範）が、つねに、像を示しながら、

〈自己を示す〉ものとしての自己自身を示すという点である。イメージというものがつねに、

自己以外の何かに送り届けるものであると言うこと、不在における現前であるという一般

的な了解事項を踏まえた上で、ナンシーはここでこの現前の意味を、ハイデガーを通して考

察しようとするのだ。 

ハイデガーの意図は明白だ、とナンシーはコメントする。「それはイメージの第一義、つ

まり、あらゆる事物がみずからを見るべきものとして与え、みずからの眺めを提供し、〜の

ように見え（aussehen）、〈自己を示すことによって外見をもつ〉という、この作用である。

このとき事物は、同時に「あたかもそれが我々を見つめているかのような」ものとして理解

される。こうしたイメージの第一義が、あらゆる複製の根底において保管されるイメージの

根源的で固有な価値をなしている」。（AFDI 188-189/157） 

こうして、ナンシーはイメージの発生に見られる一種のキアスムあるいは巻き込みに注目

する。というのも、ハイデガーの論を進めていけば、Bild の奥底には、私たちへと向けられ

た眼差しとして〈自己を示す〉ところの〈自己を示すこと〉としての、像それ自体の写像

（Abbild）があることになるからだ。その意味で、「最初のイメージは、我々へと向けられた

眼差しとして〈自己を示す〉。イメージは、ある眼差しに似ることでイメージを喚起する」

（AFDI 190/158）とナンシーは分析した後に、テクストを次のように評釈する。  

 

あたかもハイデガーは言っているかのようである。最初のイメージとは、つねに、あるイメージ

                                                        
これから新たに作り出されるべき何かの予像的光景（vorbildender Anblick）である。 

しかし〈像〉はさらに光景一般についてまったく広い意味も持ちうる。この場合、このような光

景において直観可能［可視的］になるのが存在者なのか非存在者なのかどうかは明示されない」。

（GA 3, S.92-93）  
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（示し）のイメージ（類似）である、と。じつのところ［奥底には］、イメージを発生させるキア

スムもしくは巻き込みが作動しているのである。イメージは、見ることに類似することで自らを見

るべきものとして与え、可視的なものは、それ自身が見ることをもつことで自己を呈示する。最初

のイメージはつねにひとつの眼差しのようでもある。（AFDI 190-191/158-159） 

 

このようにハイデガーの論に立脚しつつ、ナンシーは、私たちがイメージを見るという常

識を転倒させ、イメージが成立するとすれば、それはイメージが眼差されるからだけでなく、

それ自体が眼差しに似ることで自らを示すからだと主張する。じっさい、イメージにイメー

ジが先行しているからこそ、カントの図式は機能するのだし、想像力とはこのような「みず

からが我々に呈示する眺めを、そしてそのおかげで我々が表象をなしうるようになるとこ

ろの眺めを、自分自身に先んじて、自分自身の外において眺める」（AFDI 194-195/162）こと

に他ならない。 

 

イメージの自らへの先行性がある、イメージの自らをイメージ化する到来ないしは出来がある、

つまりイメージの想像力（imagination）があるのだ。この想像力こそが、自らの前かつ外で眺めを

見るのであり、この眺めが私たちに呈示され、この眺めのおかげで私たちは自らを表象しうるので

ある。（AFDI 195/162） 

 

ここで問題となっていることは、イメージの発生の根源にある、自己呈示（présentation）

の問題であるが、もう一つの重要な要素は、またもや「死」である。イメージの問題は死と

結びつく。その点で、ハイデガーが写像的光景（Abbild）とその模造的光景（Nachbild）の関

係を説明するに際して、デスマスクとデスマスクの写真をもち出した19ことは興味深いとナ

ンシーはコメントする。ナンシーは、なぜハイデガーがこのような例を、ほとんど無自覚的

に持ち出したのかについて、経験的理由と超越論的理由の二点から推察する。一方で伝記的

事実を参照し、もう一方で、ハイデガーにおける隠された問題へと迫ろうとするナンシーの

所作はきわめて刺激的だが、ここでは詳細に立ち入る余裕はない。デスマスクという死者の

眼差しに誘われて、見る者が見ることのない者の眼差しの背後に忍び込み、その眺めを眺め

のうちへと置くという行為のうちにナンシーが絵画と哲学の共通点を見ていることを指摘

するにとどめよう。 

 

 

４ キリスト教の脱構築 

 

ここまで三つのテーマを瞥見してきたのだが、それらはけっしてばらばらの問題ではなく、

ナンシー思想の屋台骨とも言うべき、〈キリスト教の脱構築〉という問題設定のうちにある。

そもそもデリダが展開した「脱構築」という言葉の淵源がハイデガーにあることからも明ら

                                                        
19 GA 3, S.93. 
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かなように、ナンシーが、デリダを経由しつつハイデガーの系譜に連なることは明らかであ

る20。だが、その一方で、ナンシーはあくまでもキリスト教という枠組みを自らの思考の問

題構成として堅持している点も忘れてはなるまい。  

すでに 1987 年「神的な様々の場」21の第 4 断章において、ナンシーは、ハイデガーの「最

後の神」（『哲学への寄与論稿』所収）に言及しながら、「最後の神」とは、時系列的に最後

に位置し、他の神々の系譜を閉じる神ではない、とし、到来すべき、あるいは消滅すべき、

最後の神が依然として存在するということだ、と指摘した上で Wink に着目して考察を展開

している（DLD 23-24/7）。51 の断章からなるこのテクストは、レヴィナスをハイデガーと

結びつけて考察するくだりなどによっても、たいへん興味深いのだが、ここではハイデガー

への言及にのみ絞ることにする。 

Wink はフランス語には適切な訳語が見つからない語であるが、ナンシーはこれを faire 

signe（サインを送る、仕草をする、記号をする）とパラフレーズする22。到来するのであれ、

退去するのであれ、神の通過、束の間の現前がシーニュをなす、とした上で、次のようにコ

メントする。 

 

神はその本質的存在様態をウインクの中に持つ、言い換えれば、「サインを送り」、呼びかけ、招

き、導き寄せ、あるいは誘うためになされる仕草の中、目配せ、手振りの中にある。（DLD 24/7） 

 

さらに第 14 断章では、「神とは何か」という問いが、祈りを欠いた人間、神的な名を欠い

た、さらに言えば、神を欠いた人間の問いであり、それこそがヘルダーリンの問いであり、

ハイデガーはこの詩人の問いを省察しようと試みたと指摘した上で、それを参照しつつ述

べる23。 

 

ハイデガーはこう書いている「〈不可視なもの〉は、自らがそうである未知のもののままに留ま

るために送り与えられる」と。神とは何か。未知のままに留まろうとする者、可視的なもののうち

に送り与えられながら、その中で不可視なままに留まろうとする者。神とは、「我々の傍らにあろ

うとする」ヘーゲル的な〈絶対者〉ではない。（DLD 44/16） 

 

                                                        
20 ナンシー自身の次のような説明を参照。「「脱構築」はその起源を、この語が登場する『存在と時間』

のテクストのなかにもっていることを改めて考慮に入れるならば、「脱構築」には次のような特殊な

点があります、つまり、それは伝統の最終状態なのです―伝統全体を我々へと、また我々を介し

て、あらためて伝達することとしての最終状態なのです」。『脱閉域 キリスト教の脱構築 1』（大西

雅一郎訳、現代企画室、2009 年） p. 293。La Déclosion (Déconstruction du christianisme, 1) , Paris, Galilée, 2005, 

p. 215. 以下 DDC と略記し、邦訳/原著の頁数を記す。 
21 『神的な様々の場』（大西雅一郎訳、ちくま学芸文庫、2008 年）。Des lieux divins, Mauvezin, TER, 1997.

以下、DLD と略記し、邦訳/原著の頁数を記す。 
22 ナンシーは同じ問題を「神的なウインクについて」  « D’un Wink divin »（『脱閉域 キリスト教の脱

構築 1』所収）で再び取り上げている。 
23 ヘルダーリンを論じた「詩人の計算」では、ハイデガーによる解釈にはあえて触れられない。その

理由をナンシーは注の形で記している。『神的な様々の場』（大西雅一郎訳、ちくま学芸文庫、2008

年）p. 247 。 
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この二つの例にも端的に示されるように、「キリスト教の脱構築」という問題構成におい

てもハイデガーは随所で参照されている。とりわけ、神なき世界を単に人間化しようとする

思想への反論としても、ハイデガーは召喚される。人間中心主義は存在‐（無）‐神論の構

築をなんら変えなかったし、人間性という原理にふさわしい位置に自らを高めることもな

かったと、ハイデガーを援用しながら断じるのである24。 

もちろん、ここでも全面的な賛同という訳ではなく、たとえば、悪や罪に関してはいくつ

もの留保が付けられる。たとえば、ナンシーによれば、罪に関する条件の真理は、単なる過

失の償いではなく、贖罪（rachat）へと通じる。神は救済によって、人間が罪と共に負って

きた負債を帳消しにするのだが、この負債とは自己それ自体の負債に他ならない。その意味

で「罪とは、実存そのものが負債を負っていることだ」とナンシーはまとめ、現存在の有責

性（Schuldigkeit）を論じたハイデガーを援用するが、そこに留保をつける。ハイデガーが過

失ないしは負債のカテゴリーから実存論的な負い目を切り離そうとするのに対して、ナン

シーは、むしろ負い目こそ、実存の負債状態としての罪の本質を体現しているのではないか

と考えるのである。 

 

ハイデガーは、実存的な Schuldigkeit を「過失」のカテゴリーないし「負債」のカテゴリー（この

用語の存在者的な ontique 意味での）から切り離そうとする。それに対して、私はこの Schuldigkeit

が実存の負債状態としての罪の本質を体現しているのではないかと思うのです。―実存の負債状

態は一挙に以下のことを意味します。つまり、実存自身が負債を負っていることであり、また、実

存が何を負債として負っているかといえばそれは紛れもなく、実存自身、自己なるもの、実存の自

己性（ipséité）についての負債であるということです。（DDC 307/225） 

 

このくだりからも、ナンシーが、実存をあらゆる形で自律と規定するような考えに抗して、

共同性という補助線を引きつつ考察しようとしていることが見てとれよう。  

 

 

まとめにかえて 

 

ここまで駈け足で、ナンシーが行ってきたハイデガーとの対話の跡を追ってきた。その特

徴は、最初にも述べたように、思考の出発点としてのハイデガー思想の重要性を認めつつ、

それを全面的に認めるのではなく、批判的に再読解すること、そして、そこから自分なりの

新たな問題構成を練り上げることにある。ところで、このようなナンシーの所作は、彼自身

が指摘したハイデガーのカントに対する身振りに似ているように思う。  

その上で、ナンシーがハイデガー思想の何を受け取り、何を斥けるのかを確認することで

本発表を閉じたい。共存在、自由、イメージ論に共通するものは何か。おそらく、それは、

自律的な主体に先立つ実存の経験＝体験（expérience）、ナンシーの表現を用いれば、有限性

                                                        
24 「無神論と一神教」（『脱閉域 キリスト教の脱構築 1』所収）DDC 41/33。 
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への露呈（exposition）ということになろう。そして、また時間性と空間性のうちに、他者と

共に投げ入れられてあるという、いわば絶対的な受動性、有限性の契機である。ただ、その

際に、ナンシーは特異でありながら普遍的な、単独でありながら複数的な、無数の存在者た

ちと〈共に〉あるという仕方でのみ存在するという点をとりわけ強調する。そして、まさに

この〈共に‐ある〉（être-avec）こそが、ナンシーとハイデガーの分水嶺でもある。  

それは、ハイデガー本人の政治的振る舞いに対する批判とも関係するが25、とりわけ、ハ

イデガーの言語・思考観との関係で言えば、特定の言語や民族に思考が根ざすという考えを

斥ける点は明瞭である。つまり、存在史において特定の言語や民族に特権性を与えることを

ナンシーは断固として拒否する。 

このあたりの経緯については、『哲学的クロニクル』において明瞭に語られている26。ハイ

デガーは、日常性との差異を際立たせることで、歴史への要請を打ち立てた。つまり、日常

性が非本来的であり、非固有であるのに対して、歴史を受容する能力のある民族の「本来性」

（authenticité）なり「固有性」（propriété）を対峙させた。ところが、この日常性は、一方で

は存在論的経験の地盤、つまり実存することの前‐存在論的地盤であるともされていたの

である（ナンシーがハイデガーに見出した重要なトポスがこの地盤であることはすでに繰

り返して述べた）。ナンシーは、ここに大きな矛盾ないしは変更を見てとる。つまり、この

地盤を立ち去り、日常的な共実存（coexistence）の複数性から、「死への存在」の単独性へと

方向転換し、ついでこの単独性を、民族の歴史的＝歴運的な共同性のうちで乗り越えようと

するという流れが『存在と時間』のうちに読み取れる、と言うのである。  

本稿を終えるにあたって、2015 年刊行の『ハイデガーの凡庸さ』27に簡単に触れることに

しよう。これは 2014 年 11 月 1 日にペーター・トラヴニーの主宰でヴッパータール大学にお

いて行われたシンポジウム「ハイデガーとユダヤ人」の際の発表原稿である。ハイデガーと

ナチズムの問題については、ナンシーがこれまでもさまざまな形で扱ってきたが、ここでも

その立場は基本的に変更がない。 

いわゆる『黒ノート』の内容は、ナンシーにとって衝撃ではなかった。デリダ（「ハイデ

ガーの手」28）を始め、数々の真摯な論考が示す様に、ハイデガーにおける反ユダヤ主義的

傾向は疑いようのないことだったからである。とはいえ、ナンシーはハイデガーの伝記的事

実と思想とを截然と区別し、それで事足れりとするのではまったくない。また、単純にナチ

ス党員であったという事実や反ユダヤ主義的発言をしたという事実をもって、糾弾するの

でもない。重要なのは、こういった伝記的事実と思考との関係を逐一検討し、両者の間に切

                                                        
25 ナンシーは、ハイデガーとナチスに関する一連の論争においては、つねに冷静で距離を保った姿勢

を貫いている。ナンシーが問うべきだとする根本問題は、ハイデガーほどの一級の哲学者が、政治

的な次元でこれほど踏み誤ったことの「理論的かつ歴史的な可能性の条件」である。『哲学的クロニ

クル』（大西雅一郎訳、現代企画室、2005 年）p. 48。Chroniques philosophiques , Paris, Galilée, 2004, p. 39. 
26 以下は、『哲学的クロニクル』の 7 章以降のパラフレーズである。 
27 La Banalité de Heidegger, Paris, Galilée, 2015. 以下、BH と略記。「凡庸さ」という語は言うまでもなく、

ハンナ・アレントの用いた表現を念頭に置いている。 
28 Jacques Derrida, « La main de Heidegger (Geschlecht II) », Psyché Inventions de l’autre II, Paris, Galilée, 1987, pp. 

35-68.  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』1999 年 5

月臨時増刊号「ハイデガーの思想」pp. 126-147。 
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り結ばれる根本的な問題を考察することである、とナンシーは考える。  

ナンシーは、ハイデガーが明晰に自らのやっていることを知っていた一方で、ユダヤ人と

は何か、ユダヤ性とは何かということを突き詰めることはなく、その点については単に世間

に流布するユダヤ像をあたかも鵜呑みにするかのように反ユダヤ主義の立場をとった点に

注目する。その上で、自らのより高邁な目的を見すえるなかでこのようなユダヤ人に関する

凡庸な見解を受け入れたと指摘する。さらにはその反ユダヤ主義がナチズム批判とキリス

ト教批判とも密接に結びついていたがゆえに、単体としては公刊することが差し控えられ

たのではないか、と推測する。「そのために『黒ノート』のテクストは後の公刊まで非公式

で保持されたものに留まったのだ」（BH 40）。 

それ以外にも問わねばならない問題はいくつかある。たとえば、トラヴニーがきわめて的

確に「存在史的反ユダヤ主義」と呼ぶものが、なぜ公刊されたテクストから排除されたのか

という点。ハイデガーのこの所作は何を意味するのか。  

ナンシーは自問する。「なぜ彼は自分の公刊テクストにおいてはこの反ユダヤ主義を隠蔽

したのだろうか。おそらく、それはナチスを恐れてのことだ。彼は、ナチスの反ユダヤ主義

に刃向かうと同時に是認していたのだが、その際に、反ユダヤ主義を反ナチズムで裏打ちし

ながらそうしていた」（BH 60）。 

最後にナンシーがまとめるように、私たちは、たんにハイデガーを裁くのではなく、ハイ

デガーのテクストに向き合いながら、「私たち」自身とハイデガーの関係を自問する必要が

あるということになる。私たちは、ハイデガーをどのように読み続けるべきなのか、という

開かれた問いが残るのだ。そして、この問いは閉じられることなく、おそらく、今後もナン

シーが問い続けていくものだと思われる。 

 

 

 

Nao SAWADA 

 Jean-Luc Nancy 

― L’entretien infini avec Heidegger 
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アガンベンはハイデガーをどのように読んでいるのか？ 

 

                            岡田 温司（京都大学） 

 

 

はじめに 

 

 本日は「ハイデガー・フォーラム」にお招きいただきありがとうございます。わたしは、

ハイデガーはおろか哲学の専門家でもありませんので、あくまでもアガンベンがハイデガ

ーをどのように読んできたのか、読んでいるのかという点に絞ってお話しさせていただき

たいと思います。広くイタリアの現代思想においてハイデガーがきわめて大きな存在とし

てのしかかってきたことは、フランスの場合と同様で否定すべくもありません。たとえば

「弱い思考」のジャンニ・ヴァッティモがハイデガーに寄り添いつつその思考を展開させ

てきたとすれば、逆に、アントニオ・ネグリにとってハイデガーはつねに否定的な参照点

でありつづけている、といった具合です。この二人にたいして、アガンベンの場合にはも

っと複雑で屈折しているように思われます。伝説的なル・トールのゼミナールに参加した

アガンベンは、これまでにも繰り返しインタヴュー等で、ハイデガーとの出会いが自分に

とってひとつの決定的な契機となっていることを強調しています。しかし同時に、ベンヤ

ミンとの出会いもまたそれに劣らず重要な意味を持っていたと付け加えることも忘れて

はいません。後者との出会いはもちろん著作を通じてだけですが、いずれの場合も、1960

年代半ばから後半にかけてのことであり、1942 年生まれのアガンベンが二十歳代前半の時

期ということになります。最近のインタヴューでも彼は次のように述懐しています。いわ

く、「ハイデガーとの出会いは、ベンヤミンとの出会いと同様に、いまだに完結してはい

ません」、さらに「わたしにとってベンヤミンは、わたしのなかでハイデガーが生き残る

ことを可能にする解毒剤だったのです」とも1。「完結していない」と「解毒剤」を重ねて

みると、アガンベンにとってハイデガーはいわば「毒」のようなものとしてつねにアクチ

ュアルでありつづけているということになるでしょう。  

このように、きわめて対照的なもの、異質なものをあえて突き合わせて自家薬籠中のも

のとするという方法は、アガンベンが得意としてきた手法で、その思考の重心が相対的に

言語哲学から政治哲学へと移行する 1990 年代以降には、ミシェル・フーコーとカール・シ

ュミットの二人もまたそのターゲットとなります。とはいえ本日はもちろんハイデガーに

限定して、処女作『中味のない人間』（1970 年）から近著『身体の使用』（2014 年）にいた

るまで、ドイツの哲学者といかに対決しているかについて、わたしなりの観点からお話し

できればと思います。アガンベン自身、「～とともに、～に抗して、～を超えて」という言

い回しを使うことがあるのですが、この「～」にハイデガーの名前が入ることになります。  

 そのためにわたしはここで次の四つの観点を用意しました。順に、1.「現存在 Dasein」

と「声 Voce」、2.「芸術作品の根源」と「リズム」、3.「存在論の考古学」あるいは「様態的
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存在論」、4. 動物／人間の彼岸へ―「無為」と「放下」、となります。以下では、アガン

ベンの著作をクロノジカルにたどるのではなくて、できるだけヒューリスティックなかた

ちで議論を進めたいと思います。それに先立って前提としてまず確認しておきたいことが

あります。それとは、アガンベンの方法論にかかわることで、次の二点に要約されます。

すなわち、先行者あるいは先行するテクスト群といかに対峙するか、それに関連して提起

される「発展可能性 Entwicklungsfähigkeit」と「自由な使用」という方法です。フォイアバ

ハの用語に借りた前者については、アガンベンの方法序説とも言える著書『事物のしるし』

（2008 年）のなかで詳述されていますが 2、簡単に言うなら、先行するテクストを踏み台

にしてさらなる展開や練り上げの可能性を探る方法ということになるでしょう。一方、｢自

由な使用｣は、「生の形式 forma-di-vita」とともにアガンベンが近年ますます強調するよう

になっている、｢所有｣に代わる「使用」へのパラダイム転換とも関連するもので、ギリシ

ア語の「クレスタイ」がもともと中動態である点に着目して、使用 chresis において、主体

と客体、使用するものと使用されるものとの境界線は揺らぐ、とも述べています 3。過去の

テクストにたいするアガンベンの解釈や引用は、しばしば強引とか誤読、曲解とか異端と

かと批判されることもあるのですが、ある意味で彼は意識的で確信犯的にそれをやってい

るとも言えるわけです。以上を確認したうえで、具体的な検討に移ることにしましょう。 

 

 

１．「現存在」と「声」 

 

 どこから入るのがいいでしょうか。わたしのような素人でもハイデガーと聞くとすぐに

思い浮かぶのは「現存在」という鍵概念ですから、これをアガンベンがどう読んでいるの

かからまず取りかかることにしましょう。それが披露されるのは『言語活動と死  ―否

定性の場所に関するゼミナール』（1982 年）においてで、この著作はそもそもハイデガー

が「言葉の本質」（『言葉への途上』）において提起した問い、「死と言葉とのあいだには本

質的な関係のあることが一瞬閃き出ているが、なおも思考されてはいない」を改めて引き

受けるという問題意識から出発しています。つまり、否定的なものによって横断されてい

るものとして、死と言語活動の関係を問い直す、ということです。アガンベンから引用し

ましょう。 

 

言語活動の〈能力〉も死の〈能力〉も、それらが人間にもっとも本来的な住処を開くものであ

るかぎりにおいて、この住処がつねに否定的なものによって横断されており、否定的なものによ

って根拠づけられていることを開き暴露するのである。4 

 

 ここにおいてまず問題となるのは、「死へと向かう存在」としての「現存在 Dasein」にな

るわけですが、アガンベンはこれを、通常の「〈そこ〉にある」としてではなく、「〈そこ〉

である」と読み替えようと提案します。その根拠となるのは、ハイデガーがジャン・ボー

フレに宛てた書簡（1946 年 11 月 23 日）で、そこでは彼自身がすでに「ダーザイン」を、
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「もしかしたらありえないフランス語で言い述べてもよいとすれば、〈エートル・ル・ラ

être le-là〉〔ソコトイウモノデアルコト〕を意味します。〈ル・ラ le-là〉〔ソコトイウモノ〕

こそは、〈アレーテイア〉、つまり、かくれないありさま―開け、と等しいのです」（『「ヒ

ューマニズム」について』）、と言い換えていたのです。｢ダーザイン｣はイタリア語では「エ

ッセルチ Esseici」と訳されますが、この読みに従うと、「〈チ ci〉〔ソコ〕であること」とい

う意味になるわけです。  

 さて、この解釈がハイデガーの専門家のあいだでどう受け止められているのか、わたし

は不勉強で知りませんが、アガンベンはさらに論を進めて、｢ダーザイン｣のこの「ダー」

を、ヤーコブソンによる「シフター」や、バンヴェニスト―アガンベンがもっとも信頼

し参照する言語学者―による「言表の指示子（デイクシス）」へ連結させていきます 5。

つまり、それ自体としては意味内容を持たない空虚な記号であり、進行中の言表行為のな

かにおいてのみ意味を帯びるような指示代名詞や人称代名詞がそれに当たります。存在の

真理のための空き地、開かれた場所とは、それ自体は空虚なシフターなのです（ちなみに

アガンベンは、ヘーゲルの『精神現象学』が感覚的確信の「このもの das Diese」をつかま

える試みではじまる点にも注目し、「存在の問題―最高の形而上学的問題―はそもそ

もはじめから指示代名詞の意味の問題と不可分であった」6とさえ述べています）。  

 ところで、｢シフター｣という補助線を引くことでいったい何が明らかとなるのでしょう

か。それとはすなわち、「ダーザイン」の存在論的次元の開かれは、言語活動がまさに本源

的な出来事として生起し到来することと一致する、ということに他なりません。そこで次

にアガンベンが問うのは、これらがいかに「声 Stimme」と関係してくるのかという点です。

ハイデガーにおいて「声」のテーマが立ち上がってくるのは、｢気分 Stimmung｣との関連に

おいてで、｢気分｣は現存在の本質、つまり開かれの基本的な実存的様態とみなされていま

す。ここにおいて現存在は「声を持たないまま」言語活動の場のなかに置かれている以上、

ハイデガーにおいて「声」のテーマは否定的なものの領域に属すると考えられます。とこ

ろが、このように現存在の構造から締め出されたにもかかわらず、「声」のテーマが突然

組み入れられることにアガンベンは着目します。「良心の声 Stimme des Gewissens」の「呼

びかけ Anruf」をめぐる議論がそれです。ハイデガーにおいて、現存在を存在論的な開か

れへと導く「良心の声」はもっぱら沈黙のかたちをとって語りかけてきます。もういちど

アガンベンから引用しましょう。  

 

不安のなかで、音声を持たないまま、言語活動の場所に投げ入れられているという経験の限界

にまで到達したところで、ダーザインはもうひとつの〈声 Voce〉を見いだす。たとえその〈声〉

は沈黙というかたちをとってのみ呼びかけてくる〈声〉であるとしても、である。ここでの逆説

は、ダーザインにおける声の欠如そのもの、シュティムングが露わにした〈空虚な沈黙〉そのも

のが、いまやひとつの〈声〉に反転しているということ、それどころか、さながら、つねにひと

つの〈声〉によって規定され〈調律されている gestimmt〉かに見えるということである。7 

 

  ハイデガーにおいて「死について思考すること」と「良心を持とうとする意志」とが切
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り離せないとすると、「死の思考とは、端的に言って、〈声〉の思考なのだ」8、とまでアガ

ンベンは言い切ります。  

 実はアガンベンの思想において「声」は重要な役割を演じています。このテーマについ

てわたしは以前に拙著『アガンベン読解』のなかで一章を当てて比較的詳しく論じたこと

がありますので、そちらを参照いただけるといいのですが、かいつまんで言うと、「声」の

二重の否定性、あるいは「もはや純粋な音ではないが、いまだ意味でもないものの経験」

という「声」の両義的なステータスに彼は着目している、ということになるでしょう 9。「も

はや～ない」と「いまだ～ない」のあいだの閾に思考の照準を合わせるというその身振り

のうちには、「拒絶 Verweigerung」と「留保 Vorenthalt」の絡み合いについて語ったハイデ

ガーからの影響を見て取ることができるかもしれませんが、アガンベンはこの「閾」の思

考をさらに徹底させていきます。フォネーとロゴスのあいだにあって「声」は言語活動が

生起するまさにその瞬間と場とに結びついています。この「声」が意味の到来とともに締

め出されることになるとすると、「声」はまた、指示対象によって置き換えられるや締め

出される「シフター」とも似た構造を有することになります。  

 さらに『ホモ・サケル』（1995 年）になると、フォネー／ロゴスという対は、アリスト

テレスに端を発するゾーエー（生物学的な生）／ビオス（社会的な生）という対とも比較

され、ビオスがゾーエーの包摂的排除のうちに成立しているのと同じように、ロゴスもみ

ずからの内なるフォネーを排除しつつ包摂することで成り立っていると、述べることにな

ります10。つまるところ、言語の次元におけるシフターや声も、政治の次元における「ホ

モ・サケル」―古代ローマのそれのみならず現代のものまで含めて―も、アガンベン

によれば｢締め出し｣―この概念はジャン=リュック・ナンシーに依拠しています―な

いしは包摂的排除の構造と密接にかかわっているのです。幼児期、オノマトペ、間投詞、

死語、「異言 grossa」（パウロの「コリントの信徒への手紙 1」）、詩的言語など、アガンベン

がこれらをあえて思考の対象にしてきたとするなら、それは、もっぱら意味へと還元され

るような言語表現は陳腐なものとなる危険性がある、そして言語には根源的な亀裂が刻印

されているという強い確信があるからなのです。すでに二番目の著書『スタンツェ』（1977

年）において、少壮の哲学者は、ソシュールの公式「S（シニフィエ）／s（シニフィアン）」

の真ん中にある「／」は、結合や一致ではなくて亀裂や抵抗のことであると喝破していた

のです11。 

 いずれにしても、言語をその意味伝達的な機能から切り離して思考するという点で、ア

ガンベンはハイデガーの教訓に大きな敬意を払っていると言えるでしょう。同様に、ベン

ヤミンの先駆的な論考「言語一般および人間の言語について」（1916 年）もまた、伝達機

能から独立して言語を捉えるという発想―根源とその喪失―に影響を与えていると

考えられますが、このテーマは本日の話からややずれることになるでしょう。ハイデガー

に戻るなら、先述の「現存在」の場合と同じく、アガンベンの読みが冴えるのはさらに「声

Stimme」と「気分 Stimmung」とをめぐる以下のような一節においてであります。  

 

シュティムングという語は通常〈気分＝情動的調性 tonalità emotiva〉と訳されるが、ここでは
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あらゆる心理学的な意味を拭い去って、それがシュティンメとのあいだにもっている語源学的な

結びつき、とりわけ、それがもともと位置していた音響学的次元にまで引き戻してやらなければ

ならない。シュティムングという語がドイツ語のなかに姿を見せるのは、ラテン語のコンケント

ゥス［concentus〔調和〕］、およびギリシア語のハルモニア［ἁρμονία〔調和〕］の訳語としてなの

である。この観点で、ノヴァーリスがシュティムングを心理学としてではなく、〈魂の音響学〉

と考えているのは、啓発的である。12 

 

 『存在と時間』のイタリア語訳ではたしかに「シュティムング」は「情動的調性 tonalità 

emotiva」という言い回しになっています。つまり、ハイデガーを敷衍―使用―しつつ

アガンベンが云わんとするのは、「気分」と「声」とは切り離しがたい関係にあるという

こと、さらに「気分」とは実のところ本来は聴覚的、音楽的、詩的な圏域に属していたも

のが心理学的な圏域へと移動したものに他ならない、ということなのです（近代における

神学の「世俗化」をめぐる広範なテーマとも関連してくると思われますが、ここでは擱い

ておきましょう）。ここにおいてわたしたちは否応なく、詩的言語さらには芸術をめぐる

問題系へと足を踏み入れることになります。  

 

 

２．「芸術作品の根源」と「リズム」  

 

 『思考の潜勢力』に所収の論考「気分と声」（1983 年）においてアガンベンは、ヘルダ

ーリンとハイデガーをつなぐ用語としての「気分 Stimmung」に注目し、「詩人は自分の気

分 Stimmung によって調律することで übereinstimmend、対決させられ認められる」という

ヘルダーリンの言葉を引いています13。さらに、思索 denken と詩作 dichten とが不可分の

ものであるという信念も、アガンベンはハイデガーと共有しています 14。そのヘルダーリ

ンとハイデガーの影がもっとも強く刻印されている著作が、1970 年に上梓された処女作

『中身のない人間』です 15。この本で弱冠 28 歳のアガンベンは、カント以来の美学ないし

感性論の伝統、さらに芸術家の創造力や意志の産物として芸術を捉える考え方をはっきり

と拒絶し、アリストテレスの「ポイエーシス」に帰ることを提唱するとともに、とりわけ

ニーチェにおいて限界に達した「プラクシス」としての芸術という理念―「意志の形而

上学」―を克服しようと試みています。芸術はみずからの根源から追放されてきた、こ

の問題意識は明らかにハイデガー譲りのものでしょう。「［ポイエーシスとは］芸術作品の

なかで何かが非存在から存在へと到来し、そうすることで真理（アレーテイア）の空間を

切り拓き、地上における人間の居住のための世界を築き上げること」 16に他ならない、と

いう言い回しは、はっきりとハイデガー的な調子を帯びています。さらに、アリストテレ

スの『ニコマコス倫理学』を引いて、そこにおいてプラクシスにくらべてはるかに高い位

置がポイエーシスに与えられているのは、まさしくこうしたポイエーシスと真理との本質

的な近似性のためであった、と付け加えることも忘れていません。  

 なかでも本書の第 9 章「芸術作品の根源的構造」は、そのタイトルからしてハイデガー
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を強く意識したもので、「構造」という語が加わっているのは、執筆時期にかんがみて構

造主義のことが念頭にあったと思われます。ここでアガンベンは、ヘルダーリンに帰され

ている含蓄深い一節、「すべてはリズムであり、あらゆる芸術作品が唯一のリズムである

ように、人間の運命全体は、天上の一なるリズムである」に着目し、さらにアリストテレ

スの『自然学』における「リュトモス」の概念に立ち返ることで、「リズム」のうちに「芸

術作品の根源的構造」を捉えようとしています。アガンベンによれば、リズムとは「尺度

＝拍子 misura」の謂いであるのですが、たんにそれだけではなく、「現存における本来的な

場＝留 stazione に万物を調律させる accordare ものというギリシア的な意味でのロゴス（結

集・理法・言葉）でもある」17、とされます。つまり「リズム」は、構造分析や様式分析に

おけるような美的（感性的）次元にとどまるものなのではなくて、「人間という世界内存

在の構造、および人間が真理や歴史と結ぶ関係の構造そのものが賭けられているような次

元」18でもある、ということなのです。このように、根源的な場へと調律させるリズムの

力において、アガンベンが強調するのは、たとえば詩における中間休止がそうであるよう

に、リズムが流れのうちに分裂や中断を導き入れるということであり、この引き止められ

るというあり方は、外にあること、つまり「脱‐自 ek-stasis」の経験とも言い換えられて

います。 

 

リズムは、与えつつ引き止めるエポケーにおいて人間の本質をとらえる。つまりリズムは、存

在とともに無を、作品の自由空間への要求とともに暗黒や破滅への衝動をも、人間に付与する。

リズムとは、人間世界の空間を人間に開示する根源的な脱自なのであり、この空間を経てはじめ

て人間は、自由と疎外、歴史意識と時間の混乱、真理と誤謬を経験することができる。19 

 

 こうして、「リズム」（「韻律」と言い換えてもいいでしょう）というヘルダーリン的なテ

ーマは、芸術作品（詩）の根源的構造と、「世界内存在としての人間の本質的な条件」とを

結び付ける重要な契機となるわけです。ここにおいて、ハイデガーのさまざまなテクスト

にちりばめられた、リズムや「接合・継ぎ目 Fuge」をめぐる考察が、アガンベンを導いて

いるように思われますが、本書のなかで具体的な典拠は示されてはいません。管見の限り

で予想されるものを以下に挙げておきましょう。ドイツの哲学者はすでに、ゲオルグ・ト

ラークルを論じつつ、たんに美学的のみならず形而上学的な観点からも、リズムを詩の本

質として捉える必要性を説いていました（「詩における言葉」）。「言葉の本質」という講演

録でも、言葉におけるリズムやメロディの問題を、たんに生理学や物理学、つまり技術的

‐計量的にのみ思考することの不備を指摘し、むしろ「世界を事物において立ち現れさせ

る」ことや、「呼びかけつつ結集させること」へと接近させています。さらに、シュテファ

ン・ゲオルゲの「語（ことば）」という詩を取り上げた同タイトルの短い講演では、リズム

を「結び付けること」や「繋ぎ合わせ」と言い換えています。それゆえ、リズムの問題は

ハイデガーにおいて、存在の継ぎ目としての「接合 Fuge」や「接合肢 Fügung」とも深くか

かわってくると考えられます。一方、「アナクシマンドロスの箴言」では、「接合 Fuge」は、

「適切なこと Fug」や「ディケー（正しさ）」ともつなげられています。とはいえ、ハイデ
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ガーの「接合」をめぐる興味深い議論については専門家の方に委ねるのが得策でしょう。

ここでは次の点を確認するにとどめておきましょう。すなわち、アガンベンが共鳴してい

るのは、大地と世界の「闘争 Streit」について論じた 1930 年代のハイデガーではなくて、

それより後に思索と詩作をめぐって言葉への関心を深めていくハイデガーだったように

思われる、ということです。それかあらぬか、『中身のない人間』につづいて 1977 年に上

梓された美学的論考『スタンツェ』の最後でアガンベンは、存在の「連接」について論じ

つつ、「西洋最後の哲学者」ハイデガーがセザンヌのタブローについて謳った詩を引用し

ているのです。わたしたちも以下にそれを引いておきましょう。  

 

 画家の晩年作のなかにあるのは、／現前へともたらされるものの襞、／つまり単純となり、〈実

現され〉、克服され、／同時に、神秘にみちた同一性へと変貌した現前そのものの襞である。／

詩作と思索の共‐存へと導くひとつの隘路が、／そこに開かれるのではないだろうか？ 20 

 

 これら初期の著作では、ハイデガーに寄り添いつつハイデガーとともに思考していたア

ガンベンですが、2014 年の『身体の使用』では、ハイデガーの乗り越えが積極的に志向さ

れているように思われます。ここではまさしく「ハイデガーの存在論との対決」が目論ま

れていて、「リズム（リュトモス）」のテーマも新たなかたちでよみがえってくるのです。

それではこのあたりで、最初に述べた三番目の観点に移ることにしましょう。  

 

 

３．「存在の考古学」あるいは「様態論的存在論」  

  

 1995 年から書き継がれ、全 9 冊に達する壮大な「ホモ・サケル」シリーズの最後を飾る

著『身体の使用』は順に、タイトルと同じ「身体の使用」、そして「存在論の考古学」と

「〈生の形式〉」という三部構成をとっていますが、わたしたちの議論にとって特に重要な

のは第二部になります 21。ここでアガンベンは、西洋の哲学において「存在論的装置

dispositivo ontologico」がいかに作動してきたのか、そのメカニズムを手繰り寄せる試み、

つまり「存在論の哲学的考古学」あるいは「存在論の系譜学」に取り組むことになります。

言うまでもないことかもしれませんが、「装置」や「哲学的考古学」、「系譜学」という概念

は、彼がミシェル・フーコーから発展させたものです（フーコーと決定的に異なるのは、

つねに古代とりわけアリストテレスに立ち返るとともに、神学がきわめて大きな役割を果

たしている点です）。  

 とはいえ、存在論は早くからアガンベンの主たる関心事でありつづけており、それはも

ちろんハイデガーの影響抜きには考えられません。『身体の使用』の前に著された『オプ

ス・デイ』でもすでにアリストテレスにさかのぼる「存在論の考古学」が目論まれていま

すが、ここで主たる問題となるのは、たとえばカントの「当為」に典型的なように、存在

論が意志や命令と結びついてきたという点―「かくあること」と「かくあらねばならな

いこと」との混同―であり、そうした意志のフラストレーションや義務のマゾヒズムか
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ら哲学を解き放つ可能性が思考されています22。このテーマはもちろん、ハイデガーの『形

而上学入門』にひとつの端緒があります。  

一方、『身体の使用』になると、先述したように「ハイデガーの存在論との対決」がはっ

きりと打ち出されてくることになります。ここでアガンベンは、アリストテレスの『カテ

ゴリー論』を嚆矢として、存在論がつねに分裂を出発点としてきたことに、わたしたちの

注意を促しています。たとえば、第一ウーシアと第二ウーシア、本質存在と現実存在、存

在すること quod est と存在するもの quid est、存在と存在者、などいった具合です。いわ

く、「決定的なことは、西洋哲学の伝統において存在は、生と同様に、つねにそれを横断す

る分裂から出発して問われているということである」 23。ちなみに「生と同様に」とある

のは、やはりアリストテレスにさかのぼるゾーエーとビオスの分裂のことが念頭にあるか

らです。この存在論的装置の分裂は、新プラトン主義の「流出」の理論でいったん和解さ

れ、それがキリスト教の三位一体―ひとつのウーシアと三つのヒュポスタシス＝ペルソ

ナ―に受け継がれることになります。アガンベンの系譜学はさらに中世から近世へとつ

づいていきますが、その浩瀚にしてやや難解でもある議論については擱いておくことにし

ましょう。 

ハイデガーに帰るなら、アガンベンが強調するのは、（すでに研究者のあいだでも指摘

されてきたように）存在と存在者との関係にある種の揺らぎが認められるという点です。

たとえば、『形而上学とは何か』の第 4 版（1943 年）の「後記」と第 5 版（1949 年）のそ

れとのあいだに見られる異動は象徴的です。すなわち、前者では「存在は存在者がいなく

てもたしかに存在する」とされるのにたいして、後者では「存在は存在者がなくてはけっ

して存在しない」とされています。『哲学への寄与論考』でも、「存在者にもとづいて、存

在者を目標としつつ、存在を存在者の存在として思考すること」とあるように、むしろ存

在にたいする存在者の優位が措定されています。こうした存在と存在者との分裂をアガン

ベンは、「存在論的装置のアポリア」と呼び、そのアポリアから抜け出る道を、「様態 modo」

のうちに探ることになります。そこで新たに提唱されるのが「様態的存在論 ontologia 

modale」という概念になるわけです。  

 

問題が解決されるのは［……］それが様態的存在論のかたちで提起される場合である。［……］

存在と様態のあいだの関係は、同一でもなければ差異でもない。なぜなら、様態は同一でもあれ

ば相違してもいるからだ。［……］わたしたちは実体論的な仕方で思考することに慣れ親しんで

きた。だが、様態はその組成からして副詞的な性質を有しており、存在とはそもそも「何である

か che cosa」ではなくて、〈どのようであるか come〉を表現しているのだ。24 

 

 ここにおいて重要な補助線として要請されてくるのが、スピノザの『エチカ』であり、

そこで論じられる「様態 modus」と「努力 conatus」という鍵概念です。たとえば第 1 部「神

について」には次のようにあります。「個物は神の属性の変状 affectio、あるいは神の属性

を一定の仕方で表現する様態 modus に他ならない」（定理 25 系、畠中尚志訳、以下同じ）。

この定理に、有名なもうひとつの定理 18「神はあらゆるものの内在的原因であって超越的
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原因ではない」を掛け合わせると、様態とは実体 substantia の変状であり、それゆえ実体

と様態とは優れて内属的な関係にあることになります。各々の様態は神性の変容と限界に

他ならないわけですが、存在論的に神性より劣っているというわけではない、と言い換え

てもいいでしょう。  

 さらに「努力、傾向、要請」とかと訳される「コナトゥス」に関連してアガンベンは、

同じく『エチカ』第 3 部「感情の起源および本性について」から、とりわけ定理 7「おの

おのの事物が自己の存在に固執しようと努める努力 conatus は、その事物の現実的本質に

ほかならない」に着目しています。さらに、動詞「コノール」が中動態であることにわた

したちの注意を促して、欲し要請する存在は、要請するなかで、自分自身を変化させ構成

する、それこそが「自己の存在に固執する」ということであると、注釈を加えています。 

 

様態的存在論は中動態的存在論としてのみ把握される。そしてスピノザの汎神論は、たとえそ

れが汎神論であるとしても、不活性な同一性ではなく、そのなかで神が自分自身を触発し、変化

させ、表出するところのひとつの過程なのである。25 

 

つまるところ、存在とは存在様態のことであり、「存在はもろもろの様態に先立って存

在するのではなくて、形状を変化させながらみずからを構成するのであり、それのもろも

ろの変化様態にほかならないのである」、というわけです。さらにここでアガンベンは、

処女作『中身のない人間』における美学的でかつ形而上学的な「リズム」に立ち返るかの

ようにして、このような様態を「リズム的」とも形容しています。  

 

様態は存在の〈リズム的 ritmica〉であって〈図式的 schematica〉ではない性質を表出する。存

在はひとつの流動であり、実体はもろもろの様態のなかで〈転調 modula〉され、リズムをつけら

れるのであって、固定され図式化されるのではない。26 

 

 さらにアガンベンによれば、「様態」あるいは「様態的存在論」は、存在論にも倫理学に

もどちらとも決定しがたい仕方で属しているカテゴリーとされます。なぜなら、存在がそ

のもろもろの存在様態を要請するとするなら、それらは「存在のエトス」でもあるからで

す27。このように考えるなら、存在論を縛ってきた義務や命令のアポリアから抜け出る道

も開かれてくることになるでしょう。  

 さて、ここでもういちどハイデガーに戻りましょう。『存在と時間』には様態的存在論

を示唆するような言い回しが散見するとアガンベンは読んでいます。たとえば、「そのつ

ど可能な存在する様式 Weisen」、「存在者の〈そのようにあること Sosein〉がすべて、第一

次的には存在なのである」、さらに「現存在は、つねにそれの存在する様式としてのみ存

在する」などといった言い回しがそれに当たります。これらを受けてアガンベンは、「現

存在は存在と全面的に合致した様態である」、そして「現存在の存在論は、たとえハイデ

ガーが明言していないとしても、また明確に主題化されていないとしても、様態的存在論

のひとつのラディカルな形態である」 28、と結論することになるのです。忘れずに付け加
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えておきますと、実は 1995 年の『ホモ・サケル』においてすでに、「存在自体がその存在

様態において問題になるという現存在の循環的構造」について指摘されていました 29。つ

まり管見では、年来の疑問にひとつの決着をつけたのが、『身体の使用』における「様態的

存在論」だったということです。  

 アガンベンはここからさらに一歩踏み込んで、次のように問いかけます。ではなぜハイ

デガーはそれを「明言しなかったのか」、と。ここにおいて問題となるのは、1930 年代以

降のハイデガーにとって中心的なモチーフとなる、「本来性」と「非本来性」との弁証法と

しての「性起 Ereignis」という概念で、アガンベンは『哲学への寄与論稿』のなかの一文、

性起とは「〈自分のものにすること・領有すること Er-eignis〉へとみずからが委ね渡される

ことであり、このことは〈理性的動物〉から現‐存在へと人間が本質的に変容することに

匹敵する」、に特に注目しています。というのも、ここで言われている動物としての人間

と現存在との関係が、ハイデガーにおいて問題含みのままに残されているからです。たし

かにこのテーマは、『存在と時間』や『哲学の寄与論稿』では、はっきりと主題化されては

いません。それゆえアガンベンによると、「現存在の「現 Da」は動物としての人間の〈非

場所〉で生じる」30ことになります。あるいは、「現存在とは、みずからの動物性を把握し、

さらにこの動物性を人間の可能性にした動物のことを意味している。だが、人間的なもの

は空疎である。なぜならそれは、動物性を宙吊りにしたものでしかないからである」 31、

という診断も成り立ちうるのです。  

 とはいえもちろん、ハイデガーが動物と人間の関係について考察していないわけではな

いことは、アガンベンも十分に承知しています。『形而上学の根本諸問題  ―世界・有限

性・孤独』（1929/30 年冬学期）がそれで、これについてアガンベンはすでに、やはりタイ

トルそのものがずばりハイデガー的な 2002 年の著書、『開かれ』において詳しい検討を加

えています32。それゆえ、最初に予告しておいたように、わたしたちもまたこのテーマに

移ることにしましょう。  

 

 

４．人間／動物の彼岸へ ―「無為」と「放下」  

 

 本著でアガンベンは、古代から現代にいたるまで、動物と人間とを分割してきたさまざ

まな言説や制度を「人類学機械 macchina antropologica」―この用語は夭折した哲学者で

ドイツ文学者のフリオ・イエージから借用されています―と呼び、神話、哲学、神学、

生物学、医学・生理学、言語学等を離れ業のような鮮やかさで領域横断的に検討していき

ます。ここで明らかとなるのは、動物と人間とを分割する境界線や格付けにはいかなる存

在論的な根拠もない、という点です。それら境界線は、「もはや動物ではない」と「いまだ

人間ではない」とのあいだに残余を生み出してきただけだ、と彼は考えているのです。こ

の境界線をいかに精緻かつ厳密に練り上げるとしても、「動物でなくはない」もしくは「人

間でなくはない」といった残余が解消されるわけではありません。つまり、動物的とされ

るものを生政治的に締め出すことによって、あるいは包摂しつつ排除することによって、



アガンベンはハイデガーをどのように読んでいるのか？（岡田温司） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.11 2017 
 

129 

 

「人類学機械」は機能してきたのです。それはまた「剥き出しの生 nuda vita」を生産しつ

づけてきた装置でもあります。  

 この議論においていちばん重要な位置を占めているのが、他でもなくハイデガーなので

す。というのも、全 20 章のうち、後半の大半―12 章から 17 章まで計 6 章―が、先述

したフライブルク大学の講義録の検討に当てられているからです。とりわけ問題となるの

は、皆さんも予想されるであろうように、有名な三つ組みのテーゼ、「石には世界がない

weltlos」、「動物は世界に窮乏している weltarm」、「人間は世界を形成する weltbildend」です。

ここで動物を規定している「窮乏する」とは、あるいは「貧しい」とか「不足」とかはい

ったい何を意味しているのか、「世界」とは何なのか、とアガンベンは問い掛けます。  

そこでまず注目されるのは、ユクスキュルの唱える「環世界 Umwelt」や「抑止解除圏

Enthemmungsring」を、ハイデガーが「抑止解除するもの das Enthemmende」と呼び換え、

それを「放心 Benommenheit」に結び付けている、という点です。アガンベンによるハイデ

ガーの読みに従うなら、以下のようになります。動物の「放心」とは、「他のものと関わ

り合うことがあるとしても、可能存在を奮い立たせるものにしか、したがって、動物を駆

り立ててくれるものにしか、出遭うことができない」ような状態を指しています。ここで

「駆り立ててくれるもの」とは「抑止解除するもの」と同義と考えていいでしょう。それ

ゆえ、「抑止解除するものに心奪われるということは、たとえ関わり合いを持たないこと

によって特徴づけられるとしても、～にたいして開かれているということ」に変わりはあ

りません。言い換えるなら、「動物は放心のうちで開かれている」、あるいは「動物は抑止

解除するものにたいして開かれている」、ということになるでしょう。  

では、ここでいう「開かれ」とは何を意味するのでしょうか。生き物たちに固有の眼差

しの「開かれ」について謳ったのは、『ドゥイノの悲歌』（第八歌）のリルケでした。しか

し、ハイデガーはこのリルケのいう生き物たちの「開かれ」を否定しています。なぜなら、

この「開かれ」は「真理（アレーテイア）」とは無縁だからです。とはいえアガンベンは、

ハイデガーが同時にパウロの『ローマの信徒への手紙』の一節（8:19）を参照しているこ

とにも、わたしたちの注意を喚起しています。その一節とは、「被造物は神の子たちの現

れるのを切に待ち望んでいます」というもので、これによってハイデガーにおいて、「パ

ウロ書簡にある切なる待望（アポカラドキア）が、メシア的な贖罪の展望のなかで突如と

して被造物を人間に近づける」ことになる、とアガンベンは解釈しています。この読みは、

メシア思想に強い関心を寄せるアガンベン―ベンヤミンとヤーコプ・タウベスに応答す

る現代のメシア論『残りのとき』がそれを証明しています―ならではのものと言えるで

しょう。動物における世界の窮乏は、人間には認識されえない「開かれた存在に充ちた領

域」でもありうるのです。さらにハイデガーを敷衍して次のように述べられます。  

 

一方で、放心状態は、いかなる人間認識よりもはるかに強烈で魅惑的なひとつの開かれなのだ

が、他方では、自己を抑止解除する当のものを暴露することができないかぎりにおいて、放心は

ひとつの完全な不透明性のなかに閉じられている。33 
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 このように、アガンベンによれば、ハイデガーの議論はある種の両義性を孕んでいて、

動物の本質としての「放心」こそが「人間本質を際立たせるような恰好の背景」となるも

のでもあります。ここで強調されるのは、ハイデガーにおいて動物と人間とを分けるはず

の前者の「放心」が、現存在の根本的な「気分」である「深き倦怠 tiefe Langeweile」とむ

しろ共鳴している、という点です。「人間の倦怠も動物の放心もともに、もっとも本来的

な身振りにおいては、閉ざされに開かれている」、というわけです。それゆえ「倦怠」と

は、アガンベンの巧みな言い回しに倣うなら、「世界にたいする人間の開かれと抑止解除

するものにたいする動物の開かれとがほんの束の間だけ踵を接しあう操作の場」として、

あるいは、「世界の窮乏から世界へ、動物環境から人間世界への移行が実現される形而上

学的操作」34として読み替えることができるわけです。  

 動物の「放心」と現存在の「倦怠」とは、動物／人間の閾もしくは不分明地帯を漂って

いる、と言ってもいいでしょう。ここにおいて、動物と人間のあいだの線引きが宙吊りに

されることになります。アガンベンにとって、（『形而上学の根本諸問題』における）ハ

イデガーは西洋の「人類学機械」の最後のものであり、それは分割を無為なものにしてい

るという意味で、肯定的に捉えることのできるものでもあります。  

 

われわれの文化において、人間とは―すでに見てきたように―たえず 動物と人間の分離

と分節化の帰結であり、そこでもまた、この操作のうちの一方のほうが賭けられている。われわ

れの人間概念を左右する機械を機能させないようにするということは、それゆえ、もはや新たな

―いっそう有効で偽りのない―分節化を模索することを意味しないだろう。むしろそれは、

中心に空虚を見せてやること、すなわち、人間と動物を―人間のうちで―分割する断絶を見

せてやることなのであり、この空虚に身を曝すこと、つまり、宙吊りの宙吊り、人間と動物の無

為（シャバト）に身を曝すことにほかならない。35 

 

 このようにアガンベンにおいて、「倦怠」は「無為」とも密接につながっています。「無

為」のテーマはもちろん、ジョルジュ・バタイユやモーリス・ブランショ、さらにジャン

=リュック・ナンシー等に応答するものですが、主に 1980 年代に練り上げられることにな

るアガンベンの応答はきわめて独特で、その思想の根幹をなすとも言えるほどに重要なも

のでもあります。この問題についてもわたしは以前に論じたことがあるのですが 36、手短

に述べるなら、アガンベンはアリストテレスの『形而上学』（第 10 巻）の独自の読みを通

して、「非の潜勢力（ア‐デュナミア）」のネガティヴな存在論をポジティヴなものへと転

倒させようと試みている、ということです。つまり潜勢態（デュナミス）とは、現勢態（エ

ネルゲイア）に移行するもの―「～できるようになること」―のことだけを指すので

はなくて、移行することのない潜勢態―「～しないでおくこと」―をも包含している

のです。「人間は働きのないもの（アルゴス）に生まれついている」とは、アリストテレス

の箴言ですが、アガンベンはこれを、人間はいかなる同一性や働きによっても汲み尽くさ

れることのない純粋な潜勢力の存在であると読み替えるわけです。人間は「すぐれて潜勢

力の次元、なすこともなさないこともできるという次元に存在している生き物である」37、
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このことをアガンベンは確信しているのです。この「非の潜勢力」にして「純粋な潜勢力」

はまた、「絶対的潜勢力 potenza assoluta」とか「脱構成的潜勢力 potenza destituente」とも呼

びかえられ、むしろこちらのほうに存在論的な優位性が与えられるのです。  

 ところで、このアガンベンの「無為」あるいは「非の潜勢力」の思想と、ハイデガーの

「放下 Gelassenheit」との近似性を指摘しているのは、盟友でも批判者でもあるアントニ

オ・ネグリですが、それはあくまでも否定的な意味においてであります 38。たしかに、意

志しない意志、みずからを開いて待つこと、あるいは意志の次元を超える別の存在のあり

方という点で、両者はつながっていると言えるかもしれません。  

アガンベン自身は、「無為」や「非の潜勢力」に関連して「放下」に言及することはあり

ませんが、1987 年の論文「現事実性の情念 ―ハイデガーと愛」において「放下」につ

いて独特の解釈を提示していますので、最後に簡単に触れておきたいと思います 39。ここ

においてアガンベンはまず、「ハイデガーにたんに自体的なものの優位を帰しつづけるな

らば、現存在の分析論の最深の意図を曲解してしまうおそれがあるだけでなく、性起に関

する思考へ到達することも禁じられてしまう」40、と警告を発します。「性起 Ereignis」と

は、「自体性 Eigentlichkeit」と「非自体性 Uneigentlicjkeit」との弁証法であり、「それ自体

において脱自体化」にして、「自体的な仕方で非自体的であること」に他ならない、とい

うわけです。この性起の「情動態 Befindlichkeit」をアガンベンは「放下」と解釈し、さら

にそれを、ハイデガーにおいて正面から論じられることが少ないにもかかわらず「開かれ」

の根幹にある（と解釈できる）「愛」のテーマへと連接させていきます。つまり極論する

なら、アガンベンは「性起の情動態」をあいだに挟んで「放下」を「愛」に近しいものと

解釈しているのです。というのも、人間は非自体的なものへと自体的な仕方でおのずから

情動づけられているのですが、このような自体的なものと非自体的なものとの弁証法が終

わりに達する愛は、わたしたちがつかさどることはできないけれども、わたしたちにつね

に起こるものだからです。それは、自体化できないものへとみずからを遺棄することでも

あるのです。こうしてアガンベンは、ハイデガーの作品のうちに愛の問題が存在しない、

という一般的な評価を転倒してみせるのですが、ここにも「発展可能性」と「自由な使用」

という、わたしが最初に述べたアガンベン特有のテクストへのアプローチ法が活かされて

いるのかもしれません41。本日はご清聴をありがとうございました。  
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How has Agamben read Heidegger ? 


