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ハイデガーとデリダ、対決の前に 
 ― retrait 概念の存在論的・政治的画定 ―  

 

西山 達也（東京大学） 

 

 

ハイデガーとデリダという二人の思想家のあいだには、受容や影響関係には還元されな

い思考の翻訳とでも呼ぶべきものがある。翻訳といっても、両者のあいだで問題になるの

は単に一方が他方のテクストを翻訳したり、あるいは訳語を提案したりといった個別的な

翻訳には限定されない、思弁的な翻訳である。 

本稿は、このような思弁的翻訳の一例として、retrait というフランス語をめぐるデリダ

の取り組みに注目する。この語は、デリダが1978年の論考「隠喩のルトレ」1〔以下、retrait

という語を訳出すべきでないと判断する場合は「ルトレ」と表記する〕において具体的に

ハイデガーのテクストを読解しつつ考察した語であるが、ここにはハイデガーとデリダの

翻訳関係を取り巻くいくつかの問題が凝縮している。 

第一に、引き退き、引き戻し、引き出し、等を意味するretraitという語は、フランスのハ

イデガー読解において、その存在論を要約的に表現する際に用いられる語である。そもそ

もこの語は、ラテン語のretrahere（引き戻す・遠ざける・引きなおす・再生させる）に由

来し2、このretrahereの元になっているtrahereという動詞からは、tirer（引く）、traiter（扱う）、

trainer（引き延ばす）、tracer（痕跡を引く）、contracter（縮約する・契約する）など、関係

性と描線の牽引を表す多様な語彙が派生している。 

このような語彙の編み目のうちに組み込まれたretraitは、ハイデガーの翻訳語としては、

後期思想のキーワードの一つであるEntzug（脱け去り・奪い去り）の訳語とされている。

しかしその使用範囲は一対一の訳語対応に収まるものではなく、例えば、いくつかの後期

のテクストでは、retraitがVerbergungやVerborgenheitの訳語としても用いられており、こう

した訳語の選択はEntzugが語彙系として前景化していない前期の著作にも適用されている
3。また、「慎み」や「抑制」を意味するAn-sich-HaltenやVerhaltenheitもretraitによって訳

されることがある。このようにフランス語のretraitは、ハイデガーのコーパスのうちには正

確な対応物をもたないがゆえに、かえって、ハイデガー思想の翻訳可能性／不可能性を凝

                                                        
1 « Retrait de la métaphore », Psyché. Inventions de l’autre, t. 1, Galilée, 1998, p. 63-93 ; 本論で引用する

際の訳文は西山による訳だが、以下、庄田常勝氏による訳文（『現代思想』第 15 巻 6、14 号、1987
年）のページ数も参考までに記しておく。 
2 正確には retrait は古仏語の動詞 retraire の完了分詞を実詞化した語であり、この retraire という動

詞は、一方で、引きこもらせる、撤退させる、収縮させる、他方で、引き付ける、引き寄せる、と

いう二重の意味をもつとともに、言語を使用した関係づけの運動の意味として、物語る、報告する、

といった意味でも用いられた。興味深いことに、古仏語には « avoir retrait vers qqn »という用法があ

り、これは誰かに対して retrait をもつ、誰かに話しかけるために近寄る、という意味をもつ。« Retrait 
», Dictionnaire historique de la langue française, sous la direction d’Alain Rey, Robert, 1998 [1992]. 
3 Être et temps, trad. Emmanuel Martineau, Authentica, 1985; Être et temps, trad. François Vezin, Gallimard, 
1986.  
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縮する主導語（Leitwort）としての役割を果たしている。 

第二に、retraitという語の翻訳可能性を限界まで拡張したのはデリダである。デリダは、

1967年の『グラマトロジーについて』以来、「存在論的差異」をエクリチュールと「差延」

の思想に読み換えるというプログラムに従いつつ、晩年に到るまで一貫してハイデガーの

読解を継続したが、78年の「隠喩のルトレ」は、その全行程において分水嶺をなすテクス

トである4。そこでデリダは、一方で、痕跡、差延、エクリチュールに関する自らの思考を

retraitという語へと翻訳し、他方でretraitを際限なくパラフレーズすることによって、80年

代以降の論考において扱われることになる秘密、喪、亡霊的反復といった主題を準備した。 

ここから第三に、デリダによってポテンシャルを解き放たれたルトレの思考は、さらに

その翻訳可能性を徹底させる。ルトレをめぐる考察を発展させた思想家たちのなかでも、

ジャン＝リュック・ナンシーとフィリップ・ラクー＝ラバルトは、1980年代初頭にデリダ

の協力のもとで「政治的なものについての哲学研究センター」を主宰したが、彼らがその

論題に選んだのは「政治的なもののルトレ」であった5。彼らはルトレの構造を政治神学的

なものの分析に適用することで、まずはハイデガーの政治参加の問題を検討するとともに、

そこからより広く現代世界における世俗化、宗教の回帰、公共性、脱政治化／再政治化の

問題を包括的に論じることで、現代政治哲学の隠れたる根本概念として「ルトレ」概念を

位置づけるようとした（これについては結論部で立ち返りたい）。 

 

以上の前提を踏まえたうえで、本稿ではデリダの「隠喩のルトレ」を読解しつつ、そこ

でデリダによってハイデガーの思考がいかにしてルトレの思考として翻訳されたのかを明

確化したい6。 

                                                        
4 デリダがハイデガーを直接に論じ始めるのは 60 年代末の「ディフェランス」、「ウーシアとグラメ

ー」、「人間の諸終焉」（Marges – de la philosophie, Minuit, 1972 に所収）からであるが、そのなかでデ

リダが読解しているテクストは限られており、「人間の諸終焉」では『ヒューマニズム書簡』、「ウー

シアとグラメー」では『存在と時間』の一つの注と「アナクシマンドロスの箴言」が読解されてい

るが、いずれもプログラム的な読解にとどまっている。これらの論考と比べると 78 年の『隠喩のル

トレ」では、ハイデガーの後期言語論に寄り添った議論が展開されている。この時期にデリダがハ

イデガー読解を精緻化させた理由としては、（１）リクールが独自のハイデガー理解にもとづいてデ

リダとの隠喩論争を展開した、（２）1976 年にハイデガーの『言葉への途上』の仏訳が刊行された

（Acheminement vers la parole, tr. Jean Beaufret, Wolfgang Brokmeier et Francois Fédier, Gallimard）、（３）

ジャン・グレーシュやジャン＝リュック・マリオン、あるいはラクー＝ラバルトといった論者がこ

の時期に優れたハイデガー論を発表した、といった状況的理由が挙げられる。 
5 同センターの活動記録は、Rejouer le politique, Galilée, 1981 および Retrait du politique, Galilée, 1983
としてまとめられている。 
6 デリダとハイデガーの「ルトレ」の思考に注目した内在読解としては、ロドルフ・ガシェの« On the 
Nonadequate Trait »[1980]および« Joining the Text. From Heidegger to Derrida » [1980]がある。両者はと

もに Of Minimal Things. Studies on the Notion of Relation, Stanford University Press, 1999 所収。同じくガ

シェの The Tain of the Mirror. Derrida and the Philosophy of Reflection, Harvard University Press, 1986 で

は「ルトレ」の問いがハイデガー的な「有限的超越論性」とデリダ的な「準超越論性」の区別のう

ちで論じられている。また、ハーマン・ラパポートは、『ハイデガーとデリダ』の第三章「掛詞」に

おいて、「隠喩のルトレ」を 1970 年代のデリダの他のテクストと対照しながら、ルトレの奇妙な時

間性について論じている（Heidegger and Derrida. Reflections on Time and Language, University of 
Nebraska Press, 1989）。最近では、ハイデガー／デリダにおけるルトレの思考を「変化・交換」の思

考へと書き換えようとしているカトリーヌ・マラブーもまた「隠喩のルトレ」に注目している。デ

リダとの共著『側道』（Catherine Malabou et Jacques Derrida, Jacques Derrida : la contre-allée, Quinzaine 
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I 形而上学 
 

デリダの「隠喩のルトレ」は、1972 年に発表された「白けた神話」7の続篇にあたり、

このなかでデリダが展開した隠喩論に対して突きつけられた数々の批判、とりわけポー

ル・リクールによる批判8に答える形で書かれている。このリクール／デリダ論争で討議さ

れたのは、60 年代から 70 年代にかけて提出された隠喩の諸理論、そして新たな修辞学と

哲学的伝統との関係をどのように構築すべきかをめぐる問題であったが ― その背後には

いうまでもなく現代思想における解釈とコミュニケーションをめぐる路線対立が垣間見ら

れる ― 、とりわけ重要な論点となったのは、隠喩の取扱いに際しての形而上学的な前提

である。そもそも論争の発端となっているのは、ハイデガーが『根拠律』において掲げて

いる、「隠喩的なものはつねに形而上学の内部にある」というテーゼである。「形而上学」

の一体性のうちに隠喩を封じ込め、隠喩もろとも形而上学を「乗り越え」ようとするハイ

デガーの企てをめぐって、リクールはそこに「復讐の精神」9を見て取り、デリダがハイデ

ガーのテーゼを無際限に拡張したとして批判する。これに対しデリダは、ハイデガーによ

る隠喩の取扱いがきわめて省略的である点に注目する。そもそもハイデガーのコーパスの

うちで隠喩の問題を論じている箇所は限られており、いずれの箇所においても隠喩の問い

は通りがかり
．．．．．

にしか論じられていない。デリダによれば、このような省略的な取扱いにお

いてこそ、隠喩の運動そのものの捉え難さが露呈しているという。隠喩は、形而上学によ

って定義されるたびに、そのつど形而上学を閉域として規定し、同時にそこから引き退く。

これこそが、デリダが retrait という語によって問題としようとする運動である。 

そもそも、retrait が差し当たってはハイデガーの Entzug の訳語であるとすれば、まずは

ハイデガーが Entzug をいかなる意味で用いているのかを確認せねばならない。ハイデガー

の思考において Entzug が主題化され始めるのは 1930 年代以降であるが10、これは形而上

学の本質への立ち返りと、そこからいわゆる「他の思考」へと跳躍せんとする試みと連動

していた。ハイデガーによれば、Entzug とは、自己完結した体系ではありえない形而上学

が、つねにみずからのうちに抱え込む「思考されざるもの」としての「存在」の運動を意

味する11。存在は、自らを引き退かせながら、それぞれの歴史的エポックに応じて、その

つどイデアとして
．．．

、エネルゲイアとして
．．．

、モナドとして
．．．

、あるいは主体性として
．．．

、自らを

送付する。これによって形而上学の歴史の各エポックにそのエポックを特徴づける翻訳語

が割り振られ、そのつど存在論の体制が更新される。 

                                                                                                                                                                   
littéraire / Louis Vuitton, 1999）では、マラブーの読解に対するデリダの応答をあわせて読むことがで

きる。 
7 « La mythologie blanche. La métaphore dans le texte philosophique », Marges – de la philosophie, Minuit, 
1972, p. 247-324 
8 Métaphore vive, Seuil, 1975;『生きた隠喩』久米博訳、岩波書店、1984 年、第 8 研究（日本語版で

は第 6 研究）。 
9 Ibid., p. 395 ; 同書、411 ページ。 
10 もっとも早い時期の使用例としては、1931 年夏学期のアリストテレス講義で、ギリシア語のステ

レーシスの訳語として Entzug が用いられている。GA 33、第 17 節参照。 
11 「ニヒリズムの存在史的規定」『ニーチェ II』を参照。   



ハイデガーとデリダ、対決の前に（西山達也） 
ⓒ Heidegger-Forum vol.1 2007  

 65 

しかし Entzug は単に形而上学の各エポックの絶えざる更新 ― 限界線の引き
．．

なおし ― 

に関わるだけではない。それはむしろ、ギリシア以来の伝承の繰り返しを経ることで累積

してきた Entzug の引き
．．

の動勢（Zug）を反転させ、形而上学そのものの幕引きを生じさせ

る運動でもある。Entzug は、その接頭辞 ent-が示す対‐向運動によって、生起（Ereignis）

と脱生起（Enteignis）のあいだの律動を生じさせ、ついには生起への転入（Einkehr）を可

能にする12。したがって、Entzug による引きの動勢は、形而上学の歴史のエポック的な区

切りと、形而上学から「他なる思考」への反転の両方の推進力を担っているのである。 

それではデリダは、Entzug / retraitからいかなる可能性を引き出しているのだろうか。デ

リダは「存在のルトレ」をまさしく隠喩的な運動とみなす。「存在のルトレ」とは、存在が

形而上学のそれぞれのエポックにイデア、エネルゲイア、モナド、等々「として
．．．

」自らを

送付する運動であるが、この運動は、あたかも本来の意味としての存在の思惟からその転

義として形而上学が送り届けられるかのように
．．．．．

見なされる。ところが、本義／転義、固有

の意味／比喩的な意味という二項対立は厳密には形而上学内部のものであって、存在の思

惟については、隠喩的に語ることも非隠喩的に語ることもできない。とすれば、形而上学

と存在の思惟との関係は、厳密には「あたかも隠喩的であるかのようなquasi-métaphorique」

ものとして、隠喩の隠喩によって、隠喩のさらなる引き（un trait supplémentaire）によって、

つまり隠喩の引き‐なおし（re-trait）によってしか語ることができない。隠喩の引き‐な

おしとは、本来の意味での隠喩があって、それに隠喩的な隠喩が付け加わるということで

はなく、むしろ隠喩そのものが代補の運動に巻き込まれることで自らを引きなおさせると

いうこと、そしてそれによって隠喩が自らを囲い込んできた形而上学の限界線が無際限に

押し広げられるということである。これをルトレの側から見ると、ルトレはもはや形而上

学からの存在の引き退きを言うだけでなく、形而上学の内部にしかないとされた隠喩が、

自らを反復させつつ形而上学の限界線から溢れ出す運動を言うことになる13。 

したがって、問題となっているのは、もはや隠喩の
．．．

ルトレでも存在の
．．．

ルトレでもなく、

ルトレ一般であることになる。我々は、ルトレなるものに関する既知の了解から出発して

隠喩と存在について思考するのではなく、逆に、隠喩のルトレと存在のルトレに関する考

察を経由することで、ルトレという隠喩、あるいはルトレという存在への思考を開始せね

ばならないのだ。ここにあるのは、「逆転させる隠喩、ほとんど破局的反転の喩
カ タ ス ト ロ ー プ

（catastrope：

catastrophe + trope）と呼びうる隠喩」であり、この隠喩ならざる隠喩は、「比喩
トロープ

の一見した

ところの主体についてではなく、むしろその乗り物について、何か新しい、なおも未聞の

事柄を言い表すことを目的とする」14。 

ここでハイデガーのテクストのうちに破局的反転の喩
カ タ ス ト ロ ー プ

を読み込むことによって、デリダ

は次の三つの「反転」を試みていることになる。 

第一に、ハイデガーが Entzug の運動の方向を反転させることによって形而上学から存在

の思惟への移行を目指したとすれば、デリダが描き出した破局的反転の運動とは、ここで

の目的（存在の思惟への移行）と手段（Entzug）の反転にほかならない。 
                                                        
12 Zur Sache des Denkens, 4. Auflage, Niemeyer, 2000, p. 44. 
13 « Retrait de la métaphore », p. 80 ; 『現代思想』第 15 巻第 14 号、205 ページ。 
14 « Retrait de la métaphore », p. 81 ; 『現代思想』第 15 巻第 14 号、207 ページ。 
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第二に、このような破局的反転が、ある言説に対して（形而上学的言説に対してであれ、

ハイデガーの言説に対してであれ）何か根本的な構造破壊をもたらすものであるのか、あ

るいは解釈のうえでの循環に単純な意味・方向転換をもたらすだけなのかに関して、デリ

ダは決定を宙吊りにする。すなわちデリダによれば、ハイデガーのテクストにはこの両方

を読み込むことが可能なのであり、この両者のあいだの決定を行うのが通常の解釈学的手

続きであるのに対し、デリダはこの決定を行わないという選択をテクストの読解に課す。 

第三に、デリダがハイデガーのテクストのなかで破局的反転を生じさせるとき、その特

権的な場として選ばれるのは、「存在の家」としての言語を扱った後期のテクストであるが、

それらのテクストの読解においては、広い意味での「翻‐訳」と呼びうる操作（言語的反

転）が遂行される。実際、ハイデガーの講演「言語の本質」（1957/58 年）を読解する「隠

喩のルトレ」の後半部において、デリダは retrait という語が孕む錯綜した翻訳の運動に巻

き込まれることになる。本稿の冒頭で言及したハイデガーとデリダのあいだの思弁的翻訳

の具体例を確認するためにも、次に我々は、ハイデガーの講演「言語の本質」とデリダに

よるその読解を追跡したい。 

 

 

II 言語 
 

II‐１ 
ハイデガーの講演「言語の本質」は、様々な意味で、ルトレの運動（引き退き／引きな

おし）に貫かれたテクストである。そこで課題とされるのは、第一に、形而上学的な規定

の手前へと引き退く言語の本質を経験することであり、また、語と事物との関係から引き

退くものを経験し、その引き退くものとの関係を引きなおすことにある。この関係の引き

なおしを遂行するにあたって、言語の本質に関わる二つの特権的なあり方、「詩作と思索」

の関係が問題になる。 

ハイデガーによれば、語と事物の関係にはそこから引き退くものが伴われる。ハイデガ

ーはその引き退くものを「秘密に満ちたもの das Geheimnisvolle」と言い表しているが、そ

れは、彼がこの講演で注釈しているゲオルゲの詩「言葉 Das Wort」においては、「珠 Kleinod」

と呼ばれている（より正確には、この「珠」を名づける際に詩人に開示されるのが「秘密」

である）。この「珠」は、ゲオルゲの詩によれば、詩人の手から零れ落ち、そして詩人は「諦

め Verzicht」を学び知る。つまり語と事物の関係は、秘密として引き退きつつ、それに呼

応して詩人が身を退くという限りにおいて与えられる。詩人はこの「珠」の名を知らない

が、また、哲学者もこの秘密を言葉へともたらしてはいない15、したがって両者の対話が

必要とされる。だがハイデガーにおける「詩作と思索」の対話は、詩的言述と哲学的言述

という二つの言語領域の交叉関係を調整し、そこから存在論的‐言語論的テーゼを導出し

ようとする解釈学的な試み16とは一線を画している。ハイデガー的な対話においては、詩

                                                        
15 GA 12, p. 173. 
16 とりわけ「言語の本質」を読むデリダの関心からいえば、リクール的な解釈学がそのような立場
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人と哲学者は「近隣関係（Nachbarschaft）のうちに住みついて」いながら、じつのところ

は哲学者が必ず遅れてやって来る。それゆえ後にやって来て熟考する（nachdenken）哲学

者が、詩人によって名指されなかった、語と事物の関係の秘密を名指す役割を自任するの

である。 

この名指しを遂行するために、哲学者は詩人の言葉を、言うなれば思弁的に翻訳する。

例えばハイデガーは、ゲオルゲの詩のなかで用いられている「諦め」という語を「充実し

た断念 erfülltes Entsagen」と言い換え（Ent-sagen は、ここで言述〔Sagen〕の位相における

ent-の運動、言うなればルトレの運動として読むことができる）、また「哀しみ Trauer」を、

「引き退きながら躊躇う」「もっとも悦ばしいもの」への関係と言い換える。そしてこの一

連の書き換えの結論として、ハイデガーは、ゲオルゲの詩の最終行 

 

言葉の欠けるところものあるべくもなし。 

Kein ding sei wo das wort gebricht. 

 

を次のように翻訳
．．

する。 

 

言葉の壊れるところ、《在る》が生じる17。 

Ein » ist « ergibt, wo das Wort zerbricht. 

 

「あるべくもなし」が「《在る》が生じる」へと見事なまでに反転させられている。さらに

興味深いのは ― それが単なる接頭辞の何気ない置き換えによるものであるがゆえに一層

興味深いのだが ― 、ゲオルゲの詩では「欠損 Gebrechen」と言われていた箇所が、「破壊

Zerbrechen」へと書き換えられているという点である。この「欠損」から「破壊」への書

き換えの理由についてハイデガーはほとんど説明を加えていない。「破壊」のイメージは、

一方で、詩人の手から零れ落ちる「ゆたかで可憐な＝壊れやすい reich und zart」「珠」の破

壊可能性ないし傷つきやすさへの連想を誘導しているように思われる。だが他方で、哲学

者による思弁的な翻訳は、詩人「言葉」を徹底して反転する。なぜなら、詩的に語られた

「語の欠損 Gebrechen」は、欠如を言表することによって、欠如した語の象徴的な再措定

を遂行しようとするのに対して（ハイデガーならば gebrechen の接頭辞 ge-を「集中」「結

集」の意味で読むだろう）、思弁的翻訳は「語」を砕け散らせ zerbrechen、「声なきところ」

における「示しの言 die Sage」18への帰還を要請する。ハイデガーは語の「破壊」について

                                                                                                                                                                   
を代表する。例えば『生きた隠喩』第八研究「言述の諸領域の交叉

．．
」に関する考察を参照。特に

Métaphore vive, op. cit., p. 383-384 ; 『生きた隠喩』、前掲、394-395 ページ。 
17 GA 12, p. 204. 
18 Sage という語は、通常のドイツ語では、伝説、説話、噂話、等を意味するが、後期ハイデガーの

言語論では、民俗学的・神話学的コノテーションから切り離されて、「（自らを）開き示す〈言〉」と

いう特殊な意味を付与されている。1959 年の論考「言葉への道」では、Sage が神々の伝承や英雄伝

説ではないと明確に述べられており（GA 12, p. 242）、ハイデガーの日本語訳でも、Sage を「示言」

などと訳すことが通例となっている。だがハイデガーが die Sage のうちに「言語の本質」を見て取

るとき、この語が通常のドイツ語においてまず第一に意味するところのもの（神話、伝説）が完全

に消去されていると考えるべきではない。少なくとも、このような強力な磁場を伴った語彙を選択
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次のように説明している。 

 

壊れるというのは、ここでは次のことを意味している。声となって告知する語が、声

なきところへと、すなわちそこから発して語があることが許されるようになるところ

へと立ち戻ること。19 

 

思弁的翻訳は、「破壊」された語を復元することを課題とするのではない。思索はむしろ語

を破壊することによって詩人の手から零れ落ちた珠を復元する。 

 

語の破壊とは、思索の途上における本来の歩み戻り（der eigentliche Schritt zurück）で

ある20。 

 

II‐２ 
それではデリダは、ハイデガーによる詩人の言葉の思弁的翻訳とどのように対峙するの

だろうか。この対峙は、けっしてハイデガーとの直接的な対峙ではない。しかしまた、そ

れは「哲学者と詩人」の対話を第三者的に傍観する、というものではない。デリダは次の

二つの作業を同時に遂行している。すなわち第一に思弁的翻訳そのものを可能にしている

「近隣関係」の条件を問うこと、そして第二に、retrait の翻訳による「語の破壊」である。 

デリダは、まず、「詩作と思索」の近隣関係のうちに破局的反転の喩
カ タ ス ト ロ ー プ

を介入させる。「詩

作と思索」の関係を「近隣関係」もしくは「近さのうちに住まうこと」とみなすとき、ひ

とはこれを比喩的表現として受け取るが、ここでの「近さ」や「近隣関係」には文字通り

の意味も隠喩的な意味もない。むしろこの「近さ」や「近隣関係」がいかなることである

か、「いかなる権利において近さのうちに住むと言いうるのかを問う」ために、詩作と思索

の対話が遂行されるのである21。 

ところで、ハイデガーにおける「詩作と思索」の対話をこのように解釈したうえで、デ

リダが実際に遂行しているのは、retrait という語の翻訳である。それは通常の翻訳ではな

く、逆翻訳、つまり retrait をハイデガーのドイツ語へと翻訳するという操作である。しか

もこの翻訳の過程で、retrait はドイツ語の二つの語彙へと分割される。それは一方で Zug

および ziehen（引き）に関する語彙、他方で Riß および reißen（引き裂き）に関する語彙

                                                                                                                                                                   
すること自体に、ハイデガーの語彙使用戦略における神話論的射程の一端を垣間見ることができる。

ちなみに、この Sage という語は、ゲオルゲの最後期の詩（Das Lied）から引用された語でもあり（GA 
12, p. 184）、ハイデガーの神話戦略をゲオルゲ（およびゲオルゲ・サークル）の「来るべき神話」の

構想との連続性／非連続性のうえで読み解く必要があることを指摘しておきたい。 
19 GA 12, p. 204. 
20 Ibid. 「語の破壊」をめぐっては、ハイデガーは明らかに、言語活動とその根底における死の営み、

そして死すべき者としての人間と言語の関係を念頭においている。ハイデガーの「言語の本質」か

ら出発しつつ「声」におけるルトレの運動と死、そして「供犠」の関わりを扱った著作として、ジ

ョルジョ・アガンベンの『言語活動と死』（Il linguaggio e la morte. Un seminario sul luogo della negate- 
vità, Torino, Giulio Einaudi, 1982）がある。 
21 « Retrait de la métaphore », p. 85 ; 『現代思想』第 15 巻第 14 号、211 ページ。 
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である22。デリダによれば、ハイデガーは、彼のテクストの決定的な箇所で、この二つの

語彙を交錯させながら「詩作と思索」の近隣関係を語っているという。そのような二つの

語彙の交錯が確認される場所として、デリダはハイデガーが「詩作と思索」の平行関係
パ ラ レ ル

に

言及している興味深い一節に注目する。それは次の一節である。 

 

分離ということが切り離されて無関係になってしまうことを意味するならば、詩作と

思索とは切り離されているとは言えない。パラレルな二者は、無‐限のかなたで交叉

するものである。そこでは、両者は、みずからが作り出すのではない切れ目（Schnitt）

において交叉することになる。パラレルな二者は、この切れ目で切られて、それぞれ

が近隣同士であるという本質の見取り図（Aufriß）のうちへとはじめて切り出され

（geschnitten）、つまり記入されることになる。こうして記されたもの（Zeichnung：図

案・線描・目印・署名）が裂け目（Riß）である。裂け目は、詩作と思索とを相互に近

さへと引き込み（aufreißen）、その見取り図を垣間見させてくれるのである。23  

 

ここでハイデガーは、「詩作と思索」の近隣関係を条件づけているルトレの運動を明確に記

述している。なかでもこの一節において中心的な役割を果たしているのは Aufriß という語

である。Aufriß とは、暴力的に切り開かれ、痕跡づけられた見取り図、素描、デッサン、

つまり諸々の線に先行する線引きである。それはデリダが初期以来のテクストで「原エク

リチュール」と呼んできたものを想起させる語である。（そもそも reißen という動詞から

して、語源的には、引き裂く、引っ掻く〔ritzen〕という意味であり24、ここから古英語の

wrītan〔引っ掻く・書く〕、現代英語の write も派生する。またギリシア語の graphein やラ

テン語の scribere といった多くの印欧系言語の動詞が同様の意義素を共有している。） 

ところで、この Aufriß は、デリダによれば奇妙な先行性を孕んでいる。その先行性の奇

妙さを際立たせるために、デリダはさらにこの語を entame というフランス語へと翻訳する。

この語は、肉やパンの最初の一片、カードの最初の一枚、といった非常に日常的で具体的

な意味をもち、また、その元になった動詞 entamer は、取り掛かる、着手する、切り開く、

を意味する。先ほどの引用に戻るならば、entame はパラレルな二者を互いに近隣へと引き

寄せる線引き（「無限遠点における交叉」）でありながら、「自らが切り開き（entamer）、結

合する二つのものよりも根源的で固有の審級であるのではない」。それは「何ものでもない

がゆえに、それ自体としては現れず、固有で独立したいかなる現象性ももたず、姿を現さ

ず、引き退く」線であり25、そのような「線の書き込みは自らを消去することによってし

か出来しない」26。 

デリダは、このように「詩作と思索」の近隣関係を、痕跡と原エクリチュールの思考に

よって書き換えるが、しかしながら、デリダ自身のエクリチュールは、このアルシ‐の様

                                                        
22 « Retrait de la métaphore », p. 86 ; 『現代思想』第 15 巻第 14 号、213 ページ。 
23 GA 12, p. 185. 
24 GA 12, p. 240. 
25 « Retrait de la métaphore », p. 88 ; 『現代思想』第 15 巻第 14 号、215 ページ。 
26 « Retrait de la métaphore », p. 89 ; 『現代思想』第 15 巻第 14 号、217 ページ。 
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態を記述するために、あらためて否定的な仕方での規定を積み重ねる。 

 

線引きは何ものでもない。Aufriß の entame は受動的でも能動的でもなく、一でも多数

でもなく、主語でも述語でもないのであって、この entame は分離も統一もしない。 

 

あるいは 

 

ルトレは事物でも、存在者でも、意味でもない。それはそのものとしての存在者の

存在からも言語からも自らを引き退くのであって、他の場所に存在したり、他の場

所で言われたりすることもない。それは存在論的差異そのものを切り開く（entamer）。
27 

 

これら一連の命題は、「存在論的差異」を切り開く entame の次元を記述しながら、その修

辞法はハイデガーに特有の否定修辞法
ア ポ フ ァ シ ス

 ― この修辞法によって存在論的差異が記述される  

― と区別しがたいものになっているように思われる。デリダはハイデガーにエクリチュー

ルの思考を語らせながら、同時に、自らはエクリチュールの存在論を語ることになり、こ

うしてルトレの運動は、ハイデガーとデリダの両者の思考のあいだの相互翻訳を記しづけ

ることになる。（ハイデガーは「詩作と思索」の双数関係について述べていた箇所で、パ

ラレルの語源である para allêlô というギリシア語の双数表現を引き合いに出してこれを

gegen-einander-über というドイツ語に翻訳していたが、我々の関心から言えば、パラレル

な二者間の相互翻訳とは、まさに Gegen-einander-über-setzung に他ならないのだ。） 

 

だが、結論を急がず、もう少しだけ entame の先行性について考えてみたい。それは「い

かなる現象性ももたず、姿を現さず、引き退く」ものだと言われていたが、それでも entamer

という動詞は、「切り開く」、「開始する」ことを意味すると同時に、あるいはそれ以前に、

「抵触し」、「傷つけ」、「穢す」ことを意味していた。そもそも entamer という動詞は、ラ

テン語の tangere（触れる）より派生し、もとは「無傷のものを傷つけその一部を奪う」と

いう意味で用いられたという28。ここからハイデガーがゲオルゲの詩の解釈のなかで「語

の破壊」と呼んでいたものを想起することも可能であろう。ゲオルゲの詩における「ゆた

かで可憐な＝壊れやすい reich und zart」「珠」、ハイデガーが「詩作と思索」のあいだを隔

てると述べていた「可憐だが明白な zart aber hell 差異」、そして平行線の切り開き、さらに

「言語の本質」結論部における「語の欠損 Gebrechen」から「語の破壊 Zerbrechen」への書

き換え29、これらのあいだの厳密な連関についてはここでは詳述しないでおく。いずれに

せよ、問題は、この破壊、あるいは壊れやすさが、デリダによって、一方で存在論的差異

                                                        
27 « Retrait de la métaphore », p. 92 ; 『現代思想』第 15 巻第 14 号、221 ページ。 
28 « Entamer », Dictionnaire historique de la langue française, op. cit.  
29 とりわけ接頭辞 Ge-から Zer-への置き換えによって離散的配置の契機が導入されていると考えら

れる。ハイデガーが明示化している訳ではないが、ドイツ語の zer-はラテン語の dis-、ギリシア語の

dia-に通じ、元来は auseinander や entzwei といった意味をもつ。 
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に対する先行性を与えられながらも、他方でその先行性の記入をより生々しい、より身体

的な接触を伴った切断へと関係づけられているという点である。こうした理由からデリダ

は、1980 年代以降のハイデガー論において、同じく『言葉への途上』に収められたトラー

クル論のなかの「痛み」や「引き裂き」のモチーフを注釈している。例えば『精神につい

て』（1987 年）では、ハイデガーの「引き裂き」としての線引き
ト レ

が、傷つけると同時に活

気づける「精神」の作用へと結び付けられている（その際に、ruah〔霊〕をめぐるヘブラ

イ的伝統をハイデガーのルトレのうちに読み込むという離れ業も披露される）30。この傷

つけると同時に活気づける線引きは、「ハイデガーの耳」（1989 年）では、ポレモス・ロゴ

ス・フィリアの三叉路の交点において、「供犠」と名指されることになる31。 

retrait を Aufriß、entame へと翻訳し、さらに手、耳、供犠といった数々の具体的な（し

ばしば身体的な）主題へと拡散させることで、デリダは結局のところ、ルトレの思考に何

を語らせようとしているのだろうか。それは何かを語ることを回避するためのパラフレー

ズの数々に過ぎないのだろうか。あるいはルトレの思考は、名指されることのない言語の

傷口を縁取る唇のように、自らの傷痕を執拗に語り続けているのだろうか。「retraits は複

数で書かれなければならない」32という理論的な要請からすると、そうした傷痕を一元的

に同定することは厳しく禁じられるが、それでいながら、デリダのコーパスを全体として
．．．．．

読む
．．

とき、彼自身が「tourner autour」と名づける旋回運動によって33、ある種の 虚 構
フィクティフ

・事実的
ファクティフ

な傷痕が指し示されているように読まれるのである。しばしば指摘されるように、そのよ

うな指示が増殖し始めるのは「隠喩のルトレ」が執筆される 1970 年代後半以降であるが、

とりわけ 1990 年代以降には、半ば私秘的な文体で書かれたいくつかのテクストにおいて、

デリダの生後すぐに施されたという割礼の記憶なき記憶が語られるようになる。この割礼

の物語を綴った『割礼告白』では、デリダは自らが 1976 年以来、未刊の「割礼論」の執筆

を準備していたと証言しており、しかもこの執筆メモの冒頭には「これまで自分は割礼に

ついてのみ話してきた」と記されているという34。この証言を信じるならば、「隠喩のルト

レ」で問題となっていた Aufriß や entame の裂開も、結局のところ、すべてがこの割礼の

傷の周りを回転する運動（tourner autour）に他ならないのではないか。当然のことながら、

このような私秘的な語りへの準拠自体が、すぐさま特異な証言のアポリアに巻き込まれる

以上、ルトレの思考の最終的な準拠を指し示すものではありえないことは明白である。こ

のような秘密について、デリダは、それが「公的領域に還元することができず、公開する

ことも政治化に委ねることもできないにもかかわらず、それにもとづいてのみ公的領域や

政治的なものの領域が存在しうる」35ものだと明言する。ここで、我々は、政治的なもの
                                                        
30 De l’esprit. Heidegger et la question, Galilée, 1987, chapitre X. ハイデガーのトラークル論をめぐっ

ては 1985 年の講演「ハイデガーの手」（« La main de Heidegger. Geschlecht II », Psyché. Inventions de 
l’autre, t. 2, Galilée, 2003, p. 56-68）も参照。 
31 « L’oreille de Heidegger. Geschlecht IV », Politiques de l’amitié, Galilée, 1994 ;『友愛のポリティック

ス』鵜飼・大西・松葉訳、みすず書房、2003 年、第 2 巻、287 ページ。 
32 « Retrait de la métaphore », p. 92 ; 『現代思想』第 15 巻第 14 号、221 ページ。 
33 « Envois », La carte postale, Flammarion, 1980, p. 273. 
34 « Circonfession », Jacques Derrida, Seuil, 1991, p. 70. 
35 Deconstruction and Pragmatism, ed. Chantal Mouffe, Routledge, 1996 ;「脱構築とプラグマティズムに

ついての考察」シャンタル・ムフ編『脱構築とプラグマティズム 来たるべき民主主義』青木隆嘉
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の問題に辿り着くことになる。 

 

*** 

 

本稿は、これまでの議論ですでに間接的に、retrait 概念の「存在論的・政治的画定」を

果たした。最後に、結論に代えて、ルトレの思考と「政治的なもの」のあいだにいかなる

関係があるのかを再確認しておきたい。 
冒頭でも述べたように、1980 年代の初頭に、ナンシーとラクー＝ラバルトはデリダの協

力のもとで「政治的なものについての哲学研究センター」を組織し、「政治的なもののルト

レ」をその論題とした。「政治的なもののルトレ」とは、この研究センターの開設の辞によ

れば、諸々の政治的事象の「自明性」からその本質を引き離し、政治的なものの概念をた

どりなおす試みとされる36。アンガジュマンの思想に代表されるような、すべてを政治へ

と動員する政治（Tout est politique）によって逆説的に政治固有の領域が解消されようとす

るまさにそのとき、政治的なものの領域を切り開くのが「ルトレ」であると解するならば、

「政治的なもののルトレ」とは、政治的なものを切り開く運動であると同時に、このよう

な切り開きの作用そのものを政治的なものと等置することであると言えよう。デリダが「隠

喩のルトレ」で分析した Aufriß と entame による先行的記入の作用は、こうして、政治的

な場の創設へと置きなおされる。ここからもう一歩進んで、「政治的なもののルトレ」の具

体相を次のように解きほぐすことが可能である。 

１．この研究センターの議論のなかでも、デリダとハイデガーのルトレの思考を「政治的

なもの」との関わりにおいて厳密に突き合わせたのは、ラクー＝ラバルトである。ラクー

＝ラバルトは、Aufriß と entame による先行的記入の作用を、ハイデガーによる 原
アルシ

‐政治

への引き退きの運動（33 年の政治加担とその後の撤退）へと重ね合わせ、また、原‐政治

的な場の「切り開き」の作用を対立抗争
アンタゴニスム

のモデルにもとづいて定式化した37。ラクー＝ラ

バルトの議論は、ニーチェとヘルダーリンを再読することで対立抗争
アンタゴニスム

のモデルを構築し、

ルトレ概念の射程をドイツの政治的・歴史的コンテクストにおいて画定するとともに、そ

の政治的射程を（アリストテレス以来の）演劇的・美学的伝統のうえに基礎づけなおすも

のである ― 最終的にはラクー＝ラバルトの「ルトレ」概念の根底にあるのはプロテスタ

ント的伝統における「ケノーシス」の神学素である38。 
２．これに対して、例えばデリダが『友愛の政治』において展開するポレモロジーの分析

は、ラクー＝ラバルト的な対立抗争
アンタゴニスム

のモデルへの応答として読むことも可能であろう。た

だし、デリダは『友愛の政治』のなかで、「政治的なもののルトレ」の共同作業において「脱

                                                                                                                                                                   
訳、法政大学出版局、二〇〇二年、154 ページ。 
36 Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy, « Ouverture », Rejouer le politique, Galilée, 1981, p. 18. 
37 Philippe Lacoue-Labarthe, « Transcendence finie/t dans la politique », Rejouer le politique, op. cit. 
[L’imitation des modernes, Galilée, 1986 に再録] ;『近代人の模倣』大西雅一郎訳、みすず書房、2003
年。また、1980 年のスリジーでのラクー＝ラバルトの講演「ジャック・デリダへ ― の名において」

（『近代人の模倣』所収）も参照。 
38 Cf. Heidegger / Lacoue-Labarthe, Die Armut – La pauvreté, Presse universitaire de Strasbourg, 2004 ; 
『貧しさ』西山達也訳、藤原書店、2007 年。 
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政治化」の問題が積極的に討論されていなかったことを指摘している39。この指摘は、同

研究センターでの議論に対してデリダが負っている負債を証し立てると同時に、ナンシー

とラクー＝ラバルトによって再解釈されたルトレ概念への距離感の表明でもある。ここで

は詳論を省くが、デリダの「ルトレ」とラクー＝ラバルトおよびナンシーによる「ルトレ」

のあいだに偏差があるとすれば、それは後者による「ルトレ」解釈が、最終的には、ハイ

デガーによって近代的な哲学・政治・美学の鍵概念とされた「表象 repraesentatio」概念の

上に立脚しているからである ― あるいは言い方を変えれば、ナンシーとラクー＝ラバル

トによる「表象」概念の再検討が、ハイデガーに代表される 20 世紀的な「表象」批判の枠

組みに囲い込まれている（あるいは意図的に自らを囲い込ませている）からである。これ

に対してデリダは、「表象」を操作概念として用いることはあっても、そこから出発して「政

治的なもの」の思考を構築することはない。 

3．デリダにおける「政治的なもの」へのアプローチは、こうして、「代理表象」の政治に

も、また政治的なもののルトレにも収まりきらず ― それゆえにまた政治的「代理表象」

の問題に対するデリダの取り組みが曖昧になっているのも事実であるが ― 、「脱政治化」

と「再政治化」ないし「過剰政治化」のあいだの振幅を最大限に設定する。したがって、

そこで問題になっているのはもはや通常の意味での代表民主制の「政治」ではなく、より

拡散的な公共性、こういうことが可能であれば「ディアスポラ」的な世界における政治で

ある（ここからまた、ハイデガー的な「語の破壊」と世界の破壊可能性についての考察、

あるいは Zerbrechung と公共性における Zerstreuung についての考察へと議論を接合する必

要がある）。いずれにせよ、ナンシー、ラクー＝ラバルトはヨーロッパ近代という歴史的・

政治的コンテクストのうちに、ある意味で外在的にハイデガーの「ルトレ」をコンテクス

トづけることで、同時に、その破壊力を厳密に画定しているが、デリダは政治的・歴史的

コンテクストなるものを無際限に拡張させ、ルトレをコンテクスト化の磁力から解放しつ

づけるのである。しかしそれによって、政治的なものの適用範囲が無条件に拡大され、最

終的に我々は、ふたたびルトレの（脱）存在論とでも呼ぶべきものに逢着することになる。 

この二つのアプローチ、つまりルトレの思考の歴史的・政治的コンテクストを画定する

か、あるいはその地平を無際限かつ無条件的に拡張するかに関しては、その是非をめぐる

判断は下さないでおく。「政治的なもの」は、デリダ自身の言葉を借りれば、ここで「ひと

つの普遍的な翻訳機械」 40として機能しているのであって、この翻訳機械を通じて、デリ

ダ／ハイデガーという二人の思想家の思考をいかにして普遍的かつ個別的に翻訳してゆく

かは、両者の翻訳論的思考をつき合わせたうえで新たに検討すべき課題である。 

 
Tatsuya NISHIYAMA 

Vers une confrontation entre Heidegger et Derrida 
― Délimitation ontologico-politique de la notion de « retrait » 

 
                                                        
39 Politiques de l’amitié, op. cit., p. 153 ;『友愛のポリティックス』第 2 巻、216 ページ。 
40 Politiques de l’amitié, p. 222 ;『友愛のポリティックス』第 2 巻 6 ページ。 


