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発刊にあたって 
 

小林 信之（京都市立芸術大学） 

 

 

 ハイデガーを機縁として自由に議論をたたかわせる場をつくろうという趣旨のもとに、

二〇〇六年九月に第一回のハイデガー･フォーラムが開催されました。Heidegger-Forum と

題されたこの電子ジャーナルは、そのときの発表内容と議論を踏まえたドキュメントであ

り、その生きた痕跡であることをめざしています。したがって本誌は何より記録文集とし

ての性格をもたざるをえないわけですが、発刊にあたって、編集担当者から、思いつくま

ま若干のコメントを申し述べておきたいと存じます。 

 まず第一に、わたしたちのフォーラムの性格が従来の学会や任意の研究会ではなく、オ

ープンな議論の場を提供することを何よりめざすものであるとしても、だからといってそ

の会誌である電子ジャーナルが、恣意的な話題の羅列や雑談の記録であってよいことには

なりません。議論が単なる言葉遊びに終わらず、一定のテーマをめぐって苛烈にくりひろ

げられることと、その結果として書きとどめられた言葉が高次の研究水準を保持すること

とは、けっして矛盾せず、むしろ必然的な循環をなすものでしょう。ハイデガーが思考し

切りひらいた地平は、いまなお見通しえず、さまざまな可能性を秘めていると考えられま

すが、だとすればハイデガーの思想は、わたしたちがわたしたち自身の立場から、彼の思

想に呼応する議論と論述の言葉をたたかいとるよう促しているといわねばなりません。 

 このことは第二に、日本におけるハイデガー研究、さらには西欧思想研究の蓄積をたえ

ず自覚することにつながっています。思想の営みを土着語で書きしるし、学術性を保持す

ることのできる言語は地球上にそれほど多くはありません。自然科学はもちろん、人文社

会科学にあっても、学の言語が急速に一元化しつつあるなかで、それでもなお日本語でも

のを考え、書きしるすことはそれ自体、たとえ無自覚であっても、言葉と思考に関してひ

とつの立場を表明することであります。言葉が画一化され平板化されていくと同時に、す

ぐさま消費されていく時代にあって、ハイデガーの思想は、わたしたちのおかれた状況そ

のものを照らしだす鏡となるものです。 

 わたしたちは、思想の営みが言葉への最大限の敬意を必要とすると考え、この電子ジャ

ーナルがそのための砦となることを願っています。 

 

（電子ジャーナル Heidegger-Forum 編集長） 
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開会の挨拶 
 

クラウス・リーゼンフーバー（上智大学） 

 

 

 これほど多くお集まりになった研究者の方々を前にして、高いところからご挨拶申し上

げるのははなはだ恐縮で、私にはその資格は一切ございません。ただ、この場をつくられ

た森先生と周りの方々のご親切なお招きとご慫慂のおかげです。私はかならずしもハイデ

ガー学派の一人だとは言えないかもしれませんが、しいて言えば、ミュンヘンで哲学を学

んだときに、最も多くを教えていただいた教員、指導教官を含めて 3 人の私の先生は、ハ

イデガーの直接の弟子でしたので、その影響を私も間接的に受けたはずです。そこでこの

フォーラムが今日開催されますことを心から嬉しく思い、お喜びを申し上げます。このフ

ォーラムによって、日本におけるハイデガーの思想の受容と展開とが新しい段階に入るこ

とを期待しているからです。 

 ご存知のように、日本におけるハイデガー受容は長い歴史を持っています。九鬼周造は、

1920 年代、ドイツへ留学したときに直接ハイデガーに会ったことがあり、また西田幾多郎

は、その未刊のノートをみますと、『存在と時間』の刊行後まもなくその内容を咀嚼しよう

としていた節が伺えますが、それは今からおよそ 75 年前に遡ります。ここにお集まりの

方々は、おそらく日本の第三・第四世代のハイデガー研究者ということになるでしょう。

やはり新しい根本的な考えを受け入れるためには、何世代にもわたる研究者の努力が必要

であると思われます。反復、受容、展開、批判、克服 ― Wiederholung と Verwindung ― の

諸段階を経て受け入れられる思想は、やがては創造的に発展することになるでしょう。一

例を取り上げますと、ヨーロッパ中世の 13 世紀に、盛期スコラ学が初めてアリストテレス

の自然哲学・形而上学に触れるようになったのですが、その思想的出会いによって西洋哲

学が深まり、新しい方向づけを得るまでには百年もの時間がかかりました。 

 このフォーラムが生まれたことによって、ハイデガーの思想の受容と展開も新しい局面

を迎える ― あるいはむしろそのためのチャンスが開かれています。この可能性を十分に

活かしきることができるかどうかは私たちの努力にかかっているのです。ハイデガー哲学

の位置づけは現代ではかならずしも定まっていないように思われます。アリストテレス、

アウグスティヌス、デカルトやカントと並ぶ古典とみなされる傾向もある一方で、私たち

にとってほとんど同時代人にも等しく感じられますから、私たちには彼との対話を通して

彼の提起した諸問題を新たに問う道が開かれています。その問いは、思惟とは何か、真理

の本質とは何かなどといったものであり、主体中心的な立場から存在への傾聴に進み、言

語の語りに沈潜しながら根本的な転換 ― Kehre ― を行う過程に向かっています。それと

同時に、ハイデガー以降の時代では、伝統的な考えが崩壊するばかりか、彼自身によって

もその解体が推し進められていると考えられます。つまり、変わることなく存続する「永

久の哲学」、あるいは近世の学問理念に従う哲学が衰退し、またハイデガーの考える存在史
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の信憑性も失われつつあるこの現代においては、私たちはまさに根底のない場、無底に立

たされているのです。しかし、これこそが哲学の本来の場であれば、逆にそこからこそ存

在が立ちあらわれ、その真理を新たに問う可能性が浮かび上がってきます。つまり、ハイ

デガーを手がかりに、ハイデガーのフィロロギーをも視野に収めながら、それを越えてむ

しろ思惟の事柄そのものを議論しながら探究する、これは私たちの共通の課題だと思われ

ます。 

 このフォーラムは通例の学会の場合に時として見られるように、限られた専門家だけの

完結した団体というよりも、フォーラム、つまり広場となっています。広場では、自由に

出入りをし、互いに意見を交わし合うことができるのです。それは、ソクラテスが青年た

ちと議論したと同様のことで、あるいは西暦 1 世紀後半のある報告でアテナイの広場につ

いて書かれているとおり、そこで人々は朝から晩まで仕事もせずうろうろして互いに新し

いことを話し合ったり、議論し合ったりしていた、そのような自由な言論の場なのです。 

 こうした可能性を私たちに開いてくださった森先生と周りにおられる方々に感謝申し上

げるとともに、このフォーラムの発展を期待いたしております。以上をもって、簡単では

ありますが、ご挨拶にかえさせていただきます。 

 

 

 

※ 附記 

上記の文章は、第一回ハイデガー・フォーラムの開会に当たり、リーゼンフーバー教授（上智大

学）より頂戴したご挨拶である。当日のメモを元に、文章としてあらためて書き下ろしていただ

いた。ご本人の諒解の下、ここに掲載させていただく次第である。この場を借りて感謝を申し上

げたい。（茂牧人・村井則夫） 
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第一回フォーラム開会にあたって 
 

森 一郎（東京女子大学） 

 

 

フォーラム開会にあたり、受付担当として、若干のご報告をさせていただきます。 

第一回大会を具体的に準備するなかで、何といっても山だったと思われるのは、大会宣

伝用ポスターの作成です。ハイデガー・フォーラムの創設事業の全体がそうであるのと同

様、ポスター作りもまったくの暗中模索からの出発でした。光明が差したのは、秋富克哉

さんに、デザイン方面のプロである同僚の中野仁人
よ し と

さんを紹介いただいたときです。今回

のポスター制作の全般にわたり、仲介の労をとってくださった秋富さんのご友誼に、この

場を借りて感謝いたします。中野さんの温かい無償協力により、おかげさまで、学会関係

のポスターとしては他に類を見ない、粋なデザインのポスターが出来上がりました。バラ

は何ゆえなしに咲き、何ゆえなしに終焉する ― といったところですね。 

かくてわれわれは幸先よいスタートを飾ることができたわけですが、じつは一つ（正確

には二つ）ミスを、受付担当として犯してしまいました。賛同人メーリングリストでも経

緯はお伝えしましたが、ポスター上のプログラムの記載に、二箇所誤記があり、これは私

がチェックできていれば防げたものでした。幸い一箇所のミスに関しては、秋富さんがす

ぐに気付いて連絡してくださり、基本的には印刷所のミスということで、急遽、二五〇枚

すべて刷り直してもらいました。しかし、各大学に再送とまでは行かず、大量に余ってい

ます。つきましては、第一回大会の記念に、それも永久保存版として、参加者のみなさま

には、一部ずつお持ち帰りいただきたいと思います。 

ところが、世の中案外よく出来ているもので、刷り直したポスターを再送がてら、新聞

各社にしつこくフォーラムの意気込みを伝えたところ、朝日新聞から問い合わせがあり、

二〇〇六年八月二九日夕刊文化欄に大会案内の記事を載せてもらうことができました。「学

会でも研究会でもなく、ハイデガーの思索をきっかけにして自由に議論を交わす場として

設立され、二二〇名の研究者が賛同者として名を連ねる」とあり、きちんと紹介してもら

えたことを嬉しく思います。その記事にこれまた誤りが一つあったことは、また別のお話 

― いや、ご愛嬌というべきでしょう。 

 ポスターは基本的に賛同人の所属機関宛に発送しましたが、わざわざ自宅まで送りつけ

られるという目に遭ったかたも、若干いらっしゃいます。その一人から、八月下旬にお手

紙をいただきました。ちょうど一年前にも、賛同のお電話とお葉書を頂戴した、辻村公一

さんです。封を切って中を見ると、一万円札が入っています。自筆のお手紙も添えられて

いて、その文面に私は感動しました。せっかくですので一部紹介させていただきます。 

 

「拝復、貴フォーラム賛同の徴として一燈を點じます。小生は老齢のためすべての會合

に出席不可能ですが、Ｈの道を、Ｈを超へて前進することを試みてをります。‥‥」 
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「ハイデガーの道を、ハイデガーを超えて前進すること」 ― 思索者のこのかわらぬ意気

込みと、「ハイデガーの思索をきっかけにして自由に議論を交わす場を設立する」というフ

ォーラムの趣旨とは、なんら別物ではありません。第一回フォーラムが、かくも力強い賛

同の意を表わしてくださった先達の心意気に負けないような、ひたむきで徹底した議論の

場となりますよう、準備担当者の一人として、心から願っております。 
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「原因」と「理由」の彼岸への問い 
 ― ハイデガーの哲学的企図の再吟味 ―  

 

古荘 真敬（山口大学） 

 

 

１. ハイデガーの哲学的企図の核心 

 

１.１. 「在るものは在る」という原事実、あるいは「我々」という場 

あえて単純に要約することから始めよう。ハイデガーの哲学的企図の核心は、「在るも

のは在る」という事実を、ある没根拠の原事実として
．．．．．．．．．．

、了解する道を模索することのうち

にあった、と言いうるのではないだろうか。 

問題の所在を明らかにするため、まずは 1934／35 年冬学期の講義を見ておきたい。そ

こにおいてハイデガーは、次に掲げるヘルダーリンの詩の一節などを参照しながら、およ

そ「存在するものが、我々の誰にとっても
．．．．．．．．．

、あらかじめその存在において開示される」始

元的な場としての「根源的共同体（ursprüngliche Gemeinschaft）」（GA39, 72）1について語

り、その「根源的共同体」の生起のうちに、人間の時間および歴史的経験の「始元にして

根拠（Anfang und Grund）」（69）を見出そうとしていた。 

「多くのものを人間は経験し／天上の者たちの多くを名指した／我々がひとつの対話
．．．．．．

となり／互いに聴きあうことができるようになって
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

以来」2というのが、その詩節である。 

ここに表現されているように、「我々」が（およそ何事かについての何事かを）「互いに

聴きあうことのできる」「ひとつの対話」という場がそもそも生起したということ、それが、

私たちの世界経験一般を可能にした最深の根拠なのである、と、ハイデガーは考え、その

ような「我々」という「根源的共同体」が生起して初めて、「一人の者は、他の者から何事

かを聴くことができるようになる。すなわち、我々自身ではない“存在するもの”（つまり

自然）についてであれ、我々自身がそれである“存在するもの”（つまり歴史）についてで

あれ、そもそも、“存在するもの
．．．．．．

”について何事かを聴くことができる
．．．．．．．．．．．．．．．．

ようになる
．．．．．

」（72）

のだ、と述べる。すなわち、（ヘルダーリンにインスパイアされた）ハイデガーによれば、「我々」

という「対話」の場の生起は、「存在するもの」の自己呈示の場そのものの生起なのである。

彼は、この場の生起を、「ひとつの言語の生起（ein Sprachgeschehnis）」（69）とも呼びつつ、

「ただ言語の生起するところにのみ、存在と非存在とが明け開かれる。この明け開きと遮

蔽こそが、我々自身なのである」（70）と主張する。 

                                                        
1 以下、ハイデガー全集（Martin Heidegger Gesamtausgabe, Vittorio Klostermann）からの引用につい

ては、全集の巻数と頁数との組み合わせによって、引用箇所を指示する。なお、引用文中の強調箇

所は、すべて、引用者の古荘による。 
2 原テキストは、Viel hat erfahren der Mensch. / Der Himmlischen viele genannt, / Seit ein Gespräch wir 
sind / Und hören können voneinander. 
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存在するものの経験一般をそもそも発祥させた巨大な「創作（Dichtung）」（70）ともい

うべきこの「我々」という場。そのような場を私たちもまた今日、常に既に前提しつつ、

さまざまな「存在するもの」たちについて、それらが何であるのか、また、それらは如何

に相互に（意味的あるいは因果的に）連関しているのか等々を多様に述べたてているわけで

あろうが、問われるべきは、そのようにして〈ひと〉が〈ひと〉に宛てて可謬的なロゴス

を果てしなく交換しあう公共的討議の場を、そもそも立ち上げた始元的な出来事の力ない

しは由来である、と言うことができるだろう。「存在するもの」は、それをめぐるあらゆる

可謬的な述語づけの手前で（かつは彼方において）、そもそも「存在するもの」として自己

を呈示していたのでなければならない。すなわち、「それは何であるか（Was etwas ist）」を

めぐる一切の思惑を超えて「在るものは在る（Daß es ist）」という原的な事実が開示され、

そもそもの始まりにおいて「存在するもの」が「存在するもの」として（いわば）名指さ

れていなければならない。この「存在するものとしての
．．．．

存在するもの」の名指しという始
．

元的な出来事
．．．．．．

こそは、また、「我々」なるものをそもそも「我々」として生起
．．

させたもので

あったのではないか。あるいは、また逆に、かかる始元において生起
．．

した「我々」という

場（＝根源的共同体）こそは、およそ存在するものがそもそも存在するものとして出現す

るための始元的な「根拠」をなしているのではないか。…と、半ばハイデガーの口真似を

して、私も言ってみることができるような気がしてくる。 

 

１.２. 超越論的な場の「生起」という語り方の異常さ 

しかしながら、このような意味での「我々」について、“それが生起
．．

したという始元的

な出来事
．．．

”などといった語り方ができることの根拠は、一体、何なのだろうか？ 仮にも、

ここに言われる「我々」という場が、（ハイデガーの解釈するように）およそ「存在するもの」

についての経験をそもそも可能にしている（超越論的な）場であり、したがって、何らか

の歴史的な出来事（という存在するもの）の生起について語ることをも一般に可能にして

いる場であるとすれば、その「我々」という場そのものの生起
．．．．．．．．

などといった言い方をする

のは、異常な表現なのではないか？ 何事かの「生起」について語ることを可能にしてい

る場それ自体の「生起」とは、明らかに循環した物言いであり、本来、語りえないはずの

ものについて語っていることになるのではないか？ 要するにハイデガーは、一方におい

て、「存在するもの」の経験一般を可能にする超越論的な地平のようなものを語りつつ、他

方において、同時に、その地平それ自体の「生起」というような表現を行うことによって、

当の超越論的な地平それ自体を、生起したりしなかったりしうる「存在するもの」の一つ

であるかのような語り方をしているように思われるのである。 

「生起するものは全て、その原因をもつ（Alles, was geschieht, hat seine Ursache）」という、

カントが『純粋理性批判』（B13）で取り上げた、いわゆる「アプリオリな綜合判断」とし

ての因果律は、この場合、どのような意味をもつことになるのだろうか。超越論的哲学の

立場を固守する解答としては、この因果律の命題は、あくまで（超越論的な場を前提して）

経験される対象一般（典型的には物理学的な対象一般）について妥当するものであって、

（対象の経験一般の可能性の条件としての）超越論的な主観性それ自体には適用されない、
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つまり、超越論的な主観性それ自身は「生起するもの」ではない
．．．．

のである…、といったよ

うな応答が、私の念頭には思い浮かぶ。けれども、いまハイデガーは、カント的な「超越

論的な主観性」に相当する「我々」という場それ自体を、或る〈生起するもの〉として捉

え返そうとしているのである。すると、ハイデガーの理解では、この〈生起するもの〉と

しての超越論的な場にも、やはりそれを生起せしめた高次の〈原因〉がある、ということ

になるのだろうか？ 

 

１.３. 「原因」も「理由」も問えない「底無しの没根拠」 

そのような高次の〈原因〉を問うことは、“「存在するもの」をそもそも「存在するもの」

として経験可能にする超越論的な場としての〈我々〉は、そもそも何故
．．．．．．

、生起したのか”、

と問うことであり、さしあたりカント以前の西洋形而上学の問いに連関させれば、「何故そ

もそも或るものが在って、むしろ無ではないのか？」というライプニッツの問いに対応す

るものと見なせるであろう。そして、この形而上学的な問いに対する伝統的な応答は、形

而上学的な「神」の概念に訴えるものであった。「私」の「実在原因」としての神を思惟し

たり（デカルト）、この宇宙の実在という事実の「十分な理由」としての神の知識・意志・

力能などを思惟したり（ライプニッツ）、はたまた、唯一的実体としての神即自然の「自己

原因」を思惟したりする（スピノザ）、といった形而上学的な努力のことが、ここで想い起

こされてよいだろう。「原因」や「理由」という、通常は私たちの経験的な諸認識を整理す

るためのものにすぎない概念が、彼らの形而上学においては、この経験一般の場そのもの

の「生起」の〈原因〉や〈理由〉への問いのなかで“反復”され、そこに「神」という超

越的な力の次元が、思考のうちに突き刺さってくる、という具合であったのだろうか。 

ハイデガーも、彼のヘルダーリン解釈との絡みにおいて、〈我々〉を生起させた「神々

の要求（Anspruch）」などについて語ることがある3。だが、ハイデガーは、そのような神

的な力の次元について語るにあたり、「原因」や「理由」といった伝統的な概念に訴えるこ

とを回避しつづけ、何とかして、それとは別の仕方で語る道を模索しつづけたように見え

る。さしあたり表面的に整理すれば、彼は、超越論的な場の「生起」といった語り方へと

踏み込むことによって、カント以前の伝統へと立ち戻ろうとしたのであるが、その生起の

「原因」や「理由」といった語り方を意識的に避けつづけたことによって、カント的（そ

してフッサール的）な超越論的哲学の考察にも公平な目配りを保ちつづけようとしたのだ

と言えるかもしれない。いずれにせよ、そのようなジレンマの只中において、「在るものが

在る」という単純な事実を、没原因かつ没理由の原事実の生起
．．．．．．．．．．．．．．．

として了解する場所を開く

ことが、彼の課題であったのである。超越論的な場という「根拠」は、底が抜けている、

「底無しの没根拠（Ab-grund）が、根拠（Grund）の根源的な本質現成である」（GA65, 379）、

「根拠づけるものとしての存在は、何らの根拠も持たず、底無しの没根拠として戯れる」

                                                        
3 一例を挙げると、「神々が我々に語りかけ（ansprechen）、我々をその語りかけの要求のもとに置き

（uns unter ihren Anspruch stellen）、我々を言語へともたらす〔＝我々をして語らしめる〕という出来

事の生起において、我々の存在は、対話として生起するのである」（GA39, 70）、等と言われる。 
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（GA10, 169）といった語り方が、この課題に応ずる、彼の標準的な提案であったわけだが、

このような語り方をすることによって、はたして何が実際、語り出されているのかは、自

明ではないだろう。 

以下において、私は、こうした哲学的模索の含意を、「原因」と「理由」という概念を

めぐる（主として英語圏の）現代哲学の議論との連関において、今一度、整理しつつ、い

わゆる「哲学の終焉」に際しての「思索の課題」の探索を試みたいと思う。というのも、

上記のようなハイデガーの模索は、今日、哲学の生存権をめぐって争い合っているかにも
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

みえる
．．．

「自然主義
．．．．

（＝物理主義
．．．．

）」と
．
「反自然主義

．．．．．
」の対立がそもそも生じている議論の地

．．．．．．．．．．．．．．．．．

平を
．．

、「原因
．．

」と
．
「理由

．．
」の概

．．
念を二つながらに乗り越えることによって
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、止揚しようとす
．．．．．．．

るものであった
．．．．．．．

と、評価されうるかもしれないと思われるのである。まずは、「自然主義（物

理主義）」と「反自然主義」のあいだの応酬について、目下の考察の文脈に関わるかぎりに

おいて、簡単に整理しておくことにしたい。 

 

 

２. 「原因」と「理由」 

 

２.１. いわゆる「物理主義」的な存在概念の決定 

英語圏を中心とする現代哲学（そのいわゆる「心の哲学」のフィールド）においては、

既にかなり以前から、「心的因果」という概念を、いわゆる「物理主義」（本稿では「自然主

義」の同義語と見なす）の枠組みのなかで、どのように理解すべきか、というような問題が、

さまざまに議論されているようである。どうして、そんなことがそもそも問題になるのか、

まずは頭の整理をしておきたい。 

問題とされている「心的因果」とは、「欲求」や「信念」といった、私たちの心に生じ

る現象が「原因」となって、私たちの身体的行動という「結果」が生じるように思われる

際の、その原因と結果の結びつき、あるいは、そうした結果を生み出す原因の力のことで

ある。例えば、“私がその夜コンビニに向かった（身体的行動）のは、ビールが飲みたくな

り（欲求）、コンビニに行けば冷えた缶ビールを買うことができると思っていた（信念）

から
．．

である”という具合に、「から」という接続助詞を用いて、私は、自分の行為を導い

ていた基本的な「理由」としての「欲求」と「信念」を提示することができるが、そうし

た「理由」の提示が、私の行動は「何故、引き起されたのか」という問いに対する答えと

しての説得力を持ちうるのは、他でもなく、「理由」として提示される「欲求」や「信念」

といった心的出来事には、一定の状況下において、たしかにそのような身体的行動を引き

起す「原因」としての力が備わっているからである、と、さしあたりは考えられるように

思われる（＝いわゆる「行為の因果説」）。 

しかしながら、欲求や信念のような心的
．．

な出来事が、どうして、身体的行動というよう

な、ある種の物理的
．．．

な出来事の原因
．．

になれるのか、ということが、いわゆる物理主義の枠

組のなかでは、由々しき事柄として問題視されざるをえない。というのも、物理主義の枠

組では、第一に、この世界に存在するのは究極的には「物理的対象」だけであり（唯物性
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の原理）、そして第二に、物理的対象の世界は「因果的に閉じて」おり、「物の働きは必ず

何かある物の働きを原因として起こり、その結果として、必ず何かある物の働きを引き起」

こすのであって、「物の働きが物以外の働きを原因として起こったり、物以外の働きを結果

として引き起したりすること」はなく、「したがって、心の働きが物の働きと異なるとすれ

ば、両者のあいだに因果関係が成立する余地」はないと考えられるからである4。これを、

物理世界の「因果的閉包性の原理
．．．．．．．．．

」などと言ったりする。 

「心の哲学」の領域では、「心的因果」という日常的な概念を、上記二つの物理主義の

原理と調和的に解釈するために、いわゆる「（心的・物理的）性質二元論」のような仮説が

吟味され、心的性質の物理的性質への「付随（supervene）」といった概念を鍛え上げるた

めの試みが5、さまざまに為されているようである。ここでは、そうした議論の詳細に立ち

入ることはしないが6、その代わりに、さしあたり表面的な感想を付言しておけば、物理主

義的な因果的閉包性の原理との整合性において、「心」という特異な概念の身分を確定しよ

うとする議論の成り行き（例えば、やがては「欲求」や「信念」などといった疑似科学的な概念

を消去して、人間存在…少なくともその認識システム…の解明を物理主義的な「認知科学」によっ

て完遂しようとする研究プログラム、いわゆる「認識論の自然化」の成り行きのようなもの）は、

かつてハイデガーが「哲学の終焉」として語った事柄の例証とも見なせるように思われる。 

ここでいう物理主義的な因果的閉包性の原理と妥協した哲学的思考の運命について、彼

は、「諸学問は、早晩サイバネティックスと称する新しい基礎学問によって規定され、制御

されるようになるだろう。このことは、何らの予言を要するまでもなく明らかなことであ

る」7などと述べ、「石は無世界的であり、動物は世界に乏しく、人間は世界形成的である」

という、“宇宙における人間の地位”をめぐる彼自身のかつての見取り図（1929／30 年冬

学期講義）もまた、物理主義的世界像の「哲学」としての情報科学の専横によって無効化

するであろうことの自覚を語ってもいた。例えば、「サイバネティックス的に表象された世

界では、自動的な機械と生物の区別が消え去り、情報の無差別的過程へと中性化される。

サイバネティックス的世界企投、“学問に対する方法の勝利”は、無生物的世界と生物的世

界に関する、例外なく一様な〔…〕普遍的な算定可能性、つまり制御可能性を可能にする」

8などと述べながら。 

だが、ともあれ、まずもって根本的な問題は、「何が本当に存在するのか」という先行

                                                        
4 信原幸弘『考える脳、考えない脳』，講談社現代新書，2000 年，p.8． 
5 例えば、“ある心的出来事 c が別の物理的出来事 e を引き起す”と言われるような事態をさらに分

析して、前者の出来事 c の心的性質 M１は、同じ出来事の基底にある物理的性質 P1（例えば、ある

一定の脳神経系の状態）に「付随 supervene」することによってはじめて実現しており、実際には、

その P１こそが、出来事 e の物理的性質 P2 を引き起しているのではないか、といったような考え方

の吟味。 
6 詳細については、美濃正「心的因果と物理主義」、信原幸弘編『シリーズ心の哲学 I 人間篇』勁

草書房、2004 年、pp.25-84 を参照。 
7 Heidegger., M., Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens, in: Zur Sache des Denkens, Max 
Niemeyer, 3. Aufl., 1988, S.64. 
8 Heidegger., M., Die Herkunft der Kunst und die Bestimmung des Denkens, in: Denkerfahrungen, Vittorio 
Klostermann, 1983, S.142. 
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的な問いに対して、それは「物理的な対象」である、と答えることによって、一体そこで

は、どのような「存在」概念（あるいは「存在するもの」の概念）が決定されているのか、

ということである。上記のような物理主義の場合、その「存在」概念は、いわゆる物理的

世界の「因果的閉包性」の原理、すなわち「物の働きは必ず何かある物の働きを原因とし

て起こり、その結果として、必ず何かある物の働きを引き起こす」という原理と密接に連

関しながら、決定されているように思われる。つまり、ひと思いに要約すれば、「存在する

もの」は、必ず何か他の「存在するもの」によって引き起された結果として理解されるか

ぎりにおいて、また別の「存在するもの」を引き起す原因となりうる可能性において理解

されるかぎりにおいて、現に「存在」するのである、と、そこでは考えられているように

思われる。だが、これは、どのような「存在」概念の決定なのであろうか。 

 

２.２. 原因概念の可能性の条件への問い（反自然主義的な行為論） 

反省に値すると思われるのは、そのような「存在するもの」の「理解」それ自身へと自

己言及的に降りかかってこざるを得ない「原因」概念の射程である。なるほど、何ものも

「原因」なしにはあり得ず、「存在するもの」は、必ず何か他の「存在するもの」によって

引き起された結果として理解されうるように思われる。しかしながら、仮にそうであると

すれば、そのような因果性の「理解」という出来事それ自身も、何らかの「原因」によっ

て生じた「結果」の一つであるはずであろう。この自己言及的な循環を、如何に解すべき

であろうか。この循環の問題性に無自覚であることが、物理主義的な「存在」概念の素朴

さの証しである、と批判する道筋がありうるだろう。 

そして、そのような素朴な物理主義への代案として、この循環を自覚的に回避しようと

するひとつの考え方が、（反自然主義的な）超越論的哲学のアイディアである、ということ

になろうか。超越論的哲学は、因果関係の「理解」の根拠をなす次元を、因果的に相互連

関する諸々の「存在するもの」たちよりも高次
．．

の次元として解釈することによって、上記

のような循環のサイクルを未然（アプリオリ）に断ち切ろうとする。なるほど、因果的連

関の「理解」それ自身も、何らかの〈原因〉によって生じた〈結果〉であるかもしれない。

けれども、当の「理解」作用の志向的対象にすぎない「原因」と「結果」が連関する地平

を、いくら水平的に辿っていったところで、その「理解」自身がそもそも如何にして生じ
．．．．．．．．．．．

たのか
．．．

は解明されない、したがって、物理主義的な経験連関には回収されない高次の超越

論的主観性の次元への問いが、（因果的「理解」の根拠へと問いとして）私たちの思考には要

請されている、というわけであろう。 

超越論的な次元の見出し方にも、いくつかのヴァージョンがありうると思われるが、ま

ずは、カント流の超越論的哲学の仮想の論敵でもあったヒューム流の発想、すなわち“或

る出来事 E１と別の出来事 E２が「恒常的に連接」するさまを経験するにつれて、それら二

つの出来事を結びつける「習慣」が生じ、E１が現れればやがて E２が生じるであろうこと

を信ぜずにはいられないように心が「決定」される”といった次第、そのような「人間の

自然」のなかに、因果律の起源を見て取るといった発想を想い起こしてみよう。こういっ

た「自然主義」的な説明に対して生じうる不満のようなものを、さしあたって素朴に代弁
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するならば、そうした「恒常的連接」は、たしかに或る出来事 E１を別の出来事 E２の「予

兆」（あるいは「サイン（記号）」）として知覚する認知の萌芽を、私のうちに芽生えさせる

には十分かも知れないが、「原因」というようなより強い
．．．．

概念が、私によって抱懐されるに

至るためには、まだ何かが欠けているように思われるのである9。欠けているのは、まずも

って、環境に対する主体の能動的介入（の自己了解）である、と、さしあたりは言えまい

か。「存在するもの」たち相互の連関を原因と結果
．．．．．

の関係において理解することが生じるの

は、少なくとも、恒常的連接に関する一階の経験が、“この経験連関は自らの能動的介入に

よって（少なくとも部分的に）操作可能である”という二階の了解によって迎えいれられ

る場面においてであろう。 

英語圏における議論のうちに、これと親和的な主張を探すとすれば、「原因の観念は、

本質的に行為の観念
．．．．．

と結びついている」10とするウリクトの考察などを参照することがで

                                                        
9 いっそ例えば、私たちがパヴロフの犬にでもなったつもりで考えてみようではないか。犬の私は、

ベルが鳴れば（E１）餌が与えられる（E２）という恒常的連接を繰り返し経験するにつれ、E１が現

れればやがて E２が生じるであろうことを期待せずにはいられぬよう心が「決定」される（「条件づ

けられる」）に違いない。だがそのとき、はたして私は、ベルの鳴ること（E１）を餌の現前（E２）

の「原因」であるなどと理解するだろうか？ この場合、犬の私の閉じ込められている実験装置の

背後にいる心理学者パヴロフの作為こそが、餌の出現の「真の原因」であるわけだが、私はそれを

知らずに、つい表面的な現象の「恒常的連接」にだまされて、ベルの鳴ることを餌の出現の「原因」

であると勘違いしてしまうのだろうか。否。ある種の「予兆」（「サイン（記号）」「予報的信号」）の

認知の萌芽が、そこに芽生えることはありえても、それは、「原因」概念未満の認知であるにすぎな

いと思われる。 
とはいうものの、しかし、ヒュームにとっての根本的問題関心を、「どのようにして主体は、所与の

なかで、所与を超出するようなものとして構成され
．．．．

う
．
る
．
の
．
か
．
」という問いのうちに見出そうとする

ドゥルーズの解釈は、なお一考に値するかもしれない（Cf. ドゥルーズ『経験論と主体性』木田元・

財津理訳，河出書房新社，2000 年，p.129）。これを参照しつつ、松井賢太郎氏が的確に指摘してい

るように、ドゥルーズがかかる仕方でヒュームの問題の核心を定式化する際には、「そもそものはじ

めから所与を超越しているもの」として設定される「超越論的主観性」の理説が「出来事
．．．

としての

超越を最終的には抹消してしまう」さまに対する根底的な批判があったと言えるだろう（Cf. 松井

賢太郎「身体的自我から他者へ」,『情況』2002 年 7 月号，情況出版，p.232）。要するに、「認識を、

主観性を起点とする出来事としてとらえるのではなく、主観性がその帰結であるような出来事とし

てとらえる問い」（松井論文, p.228）、或いは、「構成するもの」としての主観が、如何にして、その

ようなものとして「構成される」のか、という問い。そのような“超・超越論的”な出来事への問

いを、そこに解読しうるかぎりにおいて、ヒューム的な自然主義のアイディアの評価は、私がここ

で試行したごとき我田引水の解釈とは正反対のものへと逆転しうるだろう。私も、後述の３．１．

節以降、“超越論的な場のうちには還元しえない〈原因〉概念からの揺り戻し”といったことを問題

化することによって、部分的に、“構成するものとして構成される主観”といったドゥルーズ的（ヒ

ューム的）なアイディアに応えることになる。ただし、その場合でも、単なる「恒常的連接」の感

覚的印象という素材のみから、突如として「所与を超出する」反省的印象としての「因果性」が発

生するというわけではない、という論点は、動かしがたいように思われるが、その点についての詳

論は、割愛せざるを得ない。 
10 Von Wright, G. H., Explanation and Understanding, 1971, Cornell University Press, p. 36.（ウリクト『説

明と理解』丸山高司・木岡伸夫訳，産業図書，1984 年，p. 46）． 
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きるだろう。「p と q との間の因果的結合が立証されるのは、一方の要因を操作（manipulate）

することによって、他の要因が存在するように、あるいは存在しないようにすることがで

きる、という確信が得られたときである」11と、彼は述べながら、行為主体の自己了解の

基底をなす「操作可能性」の概念こそは、自然の経過における因果関係や法則的結合の理

解のために不可欠の要件であると主張する。彼によれば、「出来事間の関係を因果的な関係

と見なすこと」は、根源的には、「出来事間の関係を（可能的な）行為の観点において捉え

るということ」12なのである。そして、ここに言われる“出来事間の関係を可能的な行為

の観点において捉える”こととは、セラーズの表現を頼りにさらにパラフレーズすれば、

単に「その出来事に関する経験的な記述を与える」ことではなく、「その出来事を、理由の
．．．

論理空間
．．．．

のうちに、すなわち〔その出来事について〕述べたことを正当化したり正当化す

ることができたりすることからなる論理空間のうちに置くこと」13を、意味していると思

われる。それは、何か、それ自身とは別の出来事 E２の到来を予報すると思しき或る出来事

E１を、自分が次に行う行為の「理由」を与えるものとして認知するようになるということ

を、最低限
．．．

、意味しているに違いない14
。 

こうした主張が妥当であるとすれば、そのかぎりにおいて、出来事間の因果関係を「理

解」することの根拠は、単なる物理的事実それ自身のうちに帰属するものではなく、然々

の状況下において然々に行為することが適切または不適切であるという合理的な「理由」

の文脈において自己の行為を（広い意味で）「規範」的に秩序づけようとする高階の主体的

意識（すなわち行為論的な意味での「志向性」）の次元を前提にしているのだ、とも言いう

ることになるだろう。自然的事実としての因果関係を理解するためには、自然的事実それ

自身を超過する「規範性」「合理性」の次元が既に生起していなければならない、といった

反自然主義的（反物理主義的）な主張が、そこからは帰結しうる。こうした主張は、それ

が、原因概念の可能性の条件
．．．．．．

への問いとして展開されるかぎりにおいて、（素朴な物理主義

の看過する自己言及的循環を自覚的に回避する）超越論的哲学の一ヴァージョン
．．．．．．．．．．．．．．

として受け止

めることができるのではないだろうか。 

 

２.３. ハイデガーの場合：制作行為の「自由」と「理由」 

いささか長い回り道になったが、ここで、ふたたびハイデガーに戻ることにしよう。物

理主義的な「存在するもの」の概念に欠如している「行為」の概念、そして規範的な「理

                                                        
11 Ibid., p.72.（邦訳，p.93）． 
12 Ibid., p.74.（邦訳，p.95）． 
13 Sellers, W., Empiricism and the Philosophy of Mind, Harvard University Press, 1997, p.76.（セラーズ『経

験論と心の哲学』浜野研三訳，岩波書店，2006 年，p.85）． 
14 「最低限」と記すのは、その「行為の理由」を、現在進行形の行為の状況を離れた対話場面等に

おいて（例えば「あのとき君はどうしてあのように振る舞ったのか」と問う他者に対して）、与える

ことができるかどうか、という分かれ目があるように思われるからである。それは、いわゆる“人

間と動物の差異”と連関して、どのように「理由」の概念を限定するか、という問題でもあろうが、

この点には立ち入らないことにする。 
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由の空間」の生起が、「原因」概念の成立にとって不可欠の条件である、とする、上記のよ

うな反自然主義的主張の対応物を、ハイデガーの思索の歩みのうちに見つけることは、何

ら困難なことではない15。 

一例を挙げれば、1930 年夏学期講義には、次のようなくだりがある。「因果性は、存在

するものの存在の伝承された了解意味において、また通俗的な了解意味ならびに伝統的形

而上学においては、事物的現前（Vorhandensein）としての存在の根本カテゴリーである。

しかし、因果性が自由の問題であって
．．．．．．．．．．．．．

、その逆ではないならば
．．．．．．．．．．

、存在一般の問題は、それ

自身の内において、自由の問題なのである」（GA31, 300）。このように述べつつハイデガー

は、「自由による因果性（Kausalität aus Freiheit）」というような折衷的表現を許容してしま

うカント的な自由概念の未熟さ（不純さ？）を批判して、「自由」とは、カントの言う「自

然による因果性（Kausalität nach der Natur）」と並列する「因果性」カテゴリーの一変種な

どではなく、そもそも「因果性」というカテゴリーが私たちにとって理解可能になるよう

な地平の開示として捉えられるべきことを主張する。因果的思考の図式のうちには回収す

ることのできない、因果的思考それ自身の根拠としての「自由」が、そこでは問われてい

る。それは、私たちの思考がそもそも思考を開始する場を与え、開くような「自由」であ

り、さしあたり目下の文脈に即して言えば、私たちが「存在するもの」の「原因」を問う

ことそれ自身を可能にしているような「自由」である。この「自由」を、前段までの表現

にパラフレーズして、“規範的な「理由の空間」のうちに自らを位置づけようとする「能動

的行為主体（としての自己了解）」がそもそも成立すること”と解することが許されるなら

ば、たしかに「自由」は、「因果性」あるいは「原因」のカテゴリーに従属させられるよう

な概念ではなく、むしろこれらのカテゴリーそれ自身の存立を可能にしている原的な事実

を名指す概念として見なされうるであろう。 

彼特有のギリシア哲学解釈とたえず連携しながら展開したハイデガーの考察の枠組のな

かでは、こうした「能動的行為主体（の自己了解）」の生起としての「自由」と「理由」の

空間は、原型的には、「以前には現存しなかったものを、存在（ousia）へともたらすこと」

（『ソピステス』219b4）としてのポイエーシス（制作行為）16、あるいは、制作されるべき

ものの「外見（形相）eidos / Aussehen」を制作行為に先だって想い描きながら「在ること

も在らぬことも可能なものが、如何にすれば生じうるかを考究すること」（『ニコマコス倫理

学』1140a11-13）としての「技術知」が発動するとともに17、開かれてくるものであると考

えられていたようである。この根本的な着想にもとづいて、既に例えば 1924／25 年冬学期

講義では、ギリシア人たち（さしあたりプラトンとアリストテレス）は、「存在へともたらす」

                                                        
15 以下では、『存在と時間』における「世界性」の分析のことは取り上げなかった。そこに「ハイ

デガーによる『理由の空間』の拡張」を見て取ろうとする解釈の試みとしては、門脇俊介『理由の

空間の現象学―表象的志向性批判―』（創文社、2002 年）の第五章を参照。門脇氏は、「因果関係の

枠組みのなかで、人間行為を扱うという伝統的なアプローチから、われわれを解放する」（p.28）こ

とのうちに、『存在と時間』の「重要な貢献」を見て取ろうとしている。 
16 Vgl. GA19, 269. 
17 Vgl. a.a.O., 40ff. 
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こととしての「制作」行為のうちに彼らの世界理解のガイドラインを見出した結果、「存在」

を「制作されてあり（Hergestelltsein）」「意のままになっていること（Zur-Verfügung-Stehen）」

として理解する存在論を形成するに至ったのだと述べられていた（vgl. GA19, 269ff.）18。 

このように解釈されるギリシア哲学のうちに、西洋哲学の基本的カテゴリーの構築を導

いた「存在（ousia）の意味とポイエーシスの意味との間の基礎的連関」（GA19, 271）を見

て取ろうとしたハイデガーの初志は、例えば、自然の経過における因果関係の理解の根底

に「行為」や「操作」の観念を見て取ろうとしたウリクト的な発想、そして、行為主体相

互による規範的な文脈（理由の空間）の形成のうちに、単なる自然的事実の所与には決し

て還元されないあらゆる知識形成の基盤を見出そうとするセラーズ的な発想とも、たしか

に一脈以上に通じるものがあろう。すなわち、若干パラフレーズして述べれば、在ること

も在らぬことも可能な“制作されるべき
．．

もの”を意図的に存在へともたらそうとしつつ、

規範的な文脈を形成する人間の「志向性」こそは、ハイデガーの基本的着想によれば、「原

因」「結果」という存在理解の根本カテゴリーの可能性の条件なのである。そこにハイデガ

ー的な反自然主義の根本的主張を見ることも許されるだろう。 

 

 

３. 根源的な被投性 

 

３.１. 「理由」を与える根源的志向性を呑み込む〈原因〉概念の力 

「原因」という概念に対する「（行為の）理由」という概念の根源性を主張し、つまる

ところ、広義での「志向性」の概念へと、「因果性」のカテゴリーを還元しようとする上記

のような議論は、しかしながら、「原因」という概念の概念としての力
．．．．．．．

を過小評価するきら

いがあるかもしれない。前々節（２.２.節）冒頭において触れた、因果関係の「理解」そ

れ自身へと自己言及的に降りかかってくる「原因」概念の威力は、そのような議論のみで

は鎮静しないのではないか。 

なるほど、日常的な「原因」と「結果」の概念の一種心理学的な起源を、「行為主体の

自己了解」のうちに求めることも不可能ではないかもしれない。しかし、そのような「理

解」それ自身も、何らかの〈原因〉によって生じた〈結果〉であるのではないか。たとい

「原因」という概念が、「行為の理由」という概念のなかに一応の起源をもつように思われ

るにせよ、その「原因」という概念は、みずからの起源である「理由付与」の主体自身を

                                                        
18「存在論の歴史の解体」という課題を提示する『存在と時間』（1927 年）序論では、「或るものの

被制作性（Hergestelltheit）という最も広い意味における被創造性は、古代の存在概念の本質的な構

造契機のひとつである」（SZ, 24）と述べられ、また、1931 年夏学期講義『アリストテレス「形而上

学」Θ１‐３』では、「ギリシア人たち、つまりプラトンとアリストテレスは、ただ単に、制作（Herstel- 
lung）という現象の解釈を遂行したのみではない。哲学の根本諸概念が、まさに、この制作現象の

解釈の内から、また、その解釈の内において生じたのだ。〔…〕ギリシア人たちが、エピステーメー・

ポイエーティケー（制作知）として把握した事柄は、彼らの世界了解それ自身にとって、原理的な

意義を有するものだったのである」（GA33, 137）、とも述べられている。 
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呑み込む射程を有しているのではないか。そもそも、「理由の空間」は、如何にして生じた

というのか。その空間の生起自体にもまた、何らかの〈原因〉があるのではないか。…と

いった反論が、直ちに予想されるわけである19。 

前々節冒頭において、私は、「原因」概念の「理解」をめぐるこうした自己言及的な循

環を“自覚的に回避”しようとする道筋が、物理主義的な経験連関には回収されない高次

の超越論的主観性の次元への問い、すなわち反自然主義的な超越論的哲学のアイディアで

あるのではないか、という整理を提案した。だが、当の自己言及的循環への応答の仕方と

しては、この循環を“回避”するのではなく、あえてまともに引き受けて、物理主義的な

「原因」概念の難点を、いわば超物理主義的かつ超・反自然主義的（つまり超・超越論的）

な〈原因〉の概念によって突破する道筋もありうるかもしれないことが、ここに透かし見

えてくるように思われる。 

ハイデガーにおいては、この点、どのように考えられていたのだろうか。既に、１.２～

１.３.節において述べたように、〈我々〉という超越論的な場の「生起」といった語り方へ

と踏み込むことによって、彼は、もはや単なる反物理主義・反自然主義者ではなく、超物

理主義的な〈原因〉概念の構想という（おそらく古典的な）主題との緊張関係を、終生、抱

え込むことになったのであろう、と私は考えている。そのような見込みを先に提示するに

際して、さしあたり私は、彼の思索が決定的な転換を遂げたなどと言われることのある

1930 年代中葉のテキストを、本稿冒頭で参照したのであった。だが、考え直してみれば、

既に『存在と時間』期において、彼の思索は、超物理主義的かつ超・反自然主義的な〈原

因〉概念抜きにはありえない場所の模索を開始していたであろうことが、明白であるよう

に思われる。いわゆる「現存在」の「被投性
．．．

（Geworfenheit）」という概念が、その証左で

ある。 

“「存在するもの」としての「存在するもの」”の開示という、本稿の元来のテーマとの

連関において、この『存在と時間』期の考察の焦点を浮き彫りにするためには、「超越論的

なものの場を形成しているものが、そもそも存在するものではない
．．

ということにはなりま

                                                        
19 例えば、一ノ瀬正樹『原因と結果の迷宮』（勁草書房、2001 年）では、「因果とは何か、原因とは

何か、という探究の果てに、何らかの主張に至」ろうとも、「そうした主張それ自体が、丸ごと、単

なる『結果』でしかなく、『原因』はいつも他者という審級のもとで、当の認識の外、認識者自身の

外、に位置する」（p.7）ことになる、と主張され、そのように、「いかなる認識も、いかなる活動も、

内在的には完結しておらず、必ず外在的な『原因』によって発現しているのだが、そうした『原因』

はつねに文字通り外在的であって、いつでも背景へと後退していってしまう」（ibid.）という事態（そ

れを一ノ瀬氏は「志向的内在」というブレンターノの表現を裏返して「因果的超越」と呼ぶ）こそ

は、「原因」という概念の本質的で決定的な特性のひとつをなしているのだと、述べられている。そ

して、その基本的な発想の延長線上において、例えば、「操作する行為に因果概念の根拠を求める」

ウリクト流の「操作主義」にしても、「操作する行為それ自体の原因」を問い、「操作する行為自体

を因果的に理解する」余地が（前記の「因果的超越」という原因概念の本質的位相にしたがって）

残されている以上、それは、ある種の「論点先取または循環に陥る危険をかかえている」（p.111）
のだと指摘される。 
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せん」20という、（いわゆる「ブリタニカ論文」共同執筆が模索されていた当時の）フッサール宛

書簡（1927 年 10 月 22 日付）に添付された文書中の発言に注目するのが簡便であろう。斎藤

慶典氏も的確に指摘しているとおり、超越論的な現象学的還元の意義に徹して考えるなら

ば、「およそ世界のすべてが、そして世界そのものですらそこ
．．

において構成される『場』を

なすものとは〔…〕、もはやいかなる意味でも存在者
．．．

ではありえない
．．．．．．．

」21ようにたしかに思

われ、「超越論的なものの場」とは、「あらゆる存在者がそこにおいて可能となる『場』、そ

してその『場』についてもはやその『どこ』を問うことができない次元という意味で、む

しろ『無』と性格付けられるべきもの」22であると考えねばならないように思われる。と

ころが、ハイデガーは、「超越論的なものの場を形成しているもの」を、世界の内に存在し

ている「現存在」という「いかに特異な存在の仕方であるとはいえ、一種の存在者」23と

して把捉しようとしたのである。これでは、「超越論的なものの場」という反自然主義的な

発想が台無しになってしまうようにも思われる。しかし、こうした捉えた方のうちに、か

えって、「原因」という古典的なカテゴリーの力に鈍感ではありえなかったハイデガーの模

索の起点を見出すことはできないだろうか。 

「原因」「結果」という物理主義的な存在カテゴリーの可能性の条件である「理由付与」

的主体性という根源的な場は、もはや因果関係の網の目のなかには客観化しえないもので

あり、物理主義的には「存在しないもの」である。しかしながら、この「存在しない」場

のアクチュアリティーは、それでもやはり「無（Nichts）ではなく、したがってそれは何

ものかであり、存在するもの」24なのではないか、と問い返しながら、ハイデガーは、も

はや何らの「原因」をも問えない「存在しないもの
．．．．．．．

」もまた、何らかの〈原因〉をもつ〈存
．

在するもの
．．．．．

〉ではないか、と反問する模索の方向へと歩みを進めつつあった、とは考えら

れないだろうか。 

 

 

３.２. 「超越論的なものの場」の被投性 

既に触れたように、まずはいわゆる「現存在」の「被投性
．．．

」が、そのような歩みのなか

で主題化されたのであろう。例えば、各私的な現存在が“気づいたときにはもう既に自分

は存在してしまっていた”という「被投」的な現事実の無気味さに呼びとめられる、とい

った経験をめぐる、『存在と時間』の「良心の呼び声」論を顧みてみよう。思い切って言う

ならば、あれは、「理由の空間」という超越論的な場として生起する現存在という主体をめ

ぐって、その「実在の原因（causa existentiae）」を問おうとする全体知（Gewissen）の欲動

が、しかし、“この超越論的な「場」という「存在しないもの」にはもはや何らの「原因」

をも問うことができない”という超越論的な考察成果との解消不能な拮抗のうちで生きら

                                                        
20 Husserliana IX, S.601. 
21 斎藤慶典『思考の臨界―超越論的現象学の徹底―』，勁草書房，2000 年，p.121． 
22 同書，pp.125-126． 
23 同書，p.120. 
24 Husserliana IX, S.602. 
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れるといったさまに応答する（いわば超・超越論的な）考察であった、と捉え直すことも

できるだろう。 

とはいえ、ハイデガーが、少なくとも表面上は、そうした考察の方向性を、「原因（causa）」

という言葉によって積極的に表現することはなかったことも事実である。その最大の所以

は、「作用因（causa efficiens）」というような概念形成の基底をなしている「存在＝被制作

性」という存在了解を、彼が、実のところ頽落した思考形態と見なしていたことにあった、

と言えるだろう。つまり、本稿のこれまでの表現にパラフレーズすれば、彼は、「理由の空

間」のうちに還元されてしまうかぎりでの「原因」概念を、自身の根本的な思索の課題の

表現には相応しくないものとして忌避しつづけたのである。「存在に立ち去られてあること

（Seinsverlassenheit）。〔…〕それはまずキリスト教とその教義学のなかで起こった。それに

よると、すべての存在するものは、その根源において創造された存在するもの（ens creatum）

として説明
．．

されており、そこでは創造者が最も確実なものであり、すべての存在するもの

は、この“最も存在するもの”たる原因の結果なのである」（GA65, 110）。たとえば、その

ように述べながら、こうした、いわゆる「存在･神･論」25の体制によって刻印された「原

因」概念は、結局のところ、人間の制作的・計算的な知を規定する「理由を与えること」

への要求に応じて（あるいは、「合理的な行為の理由の空間」の拡張において）、「在るもの
．．．．

が在る
．．．

」という野生の事実を飼い慣らそうとする人間の態度
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

に由来していることを示そう

としたのが、ハイデガーの西洋形而上学史批判の根本的な趣旨のひとつでもあった。 

しかしながら、再び思い切って述べれば、こうして斥けられたのは、“「理由の空間」の

うちに還元されてしまうかぎりでの「原因」概念”にすぎないのであって、「被投性」とい

うアプリオリな受動的完了相の概念のうちに必然的に含意される絶対的な他者の能動性と

しての〈原因〉概念の力は、ハイデガーの思索の根底を規定するモチーフとして保持され

つづけたのである。「企投において投げる者が、自分自身を、投げられた者として、すなわ

ち“存在”によって生起させられた者として経験すること（daß der Werfer des Entwurfs als ge- 

worfener sich erfährt, d.h. er-eignet durch das Seyn）」（GA65, 239, vgl. 252, 328）。例えば、『哲

学への寄与論稿』のこの表現におけるように、「生起させる（ereignen）」という他動詞によ

って示唆される（超越論的な場の絶対的外部から到来する）力が、それである。 

「理由の空間」という超越論的な場それ自体の「被投性」とは、この場が（物理主義的に

は）「存在しないもの」である以上、たしかに、物理主義的事実のレヴェルにおける「原因」

によって引き起されること、というような意味は持ち得ない。だが、そのような「存在し

ないもの」としての場のアクチュアリティーを、どのように考えたらよいのか。このアク

チュアリティーの問題との格闘において、ハイデガーは、「存在」概念の一義性を破棄して、

いわば「存在しないもの」として〈存在するもの〉という境域の構想へと歩みを進めるこ

とになったのである、と、そのように総括することはできないだろうか？ 

 

                                                        
25 Vgl. GA65, 206, auch GA32, 141, sowie „Onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik“, in: Identität 
und Differenz, Neske, 9. Aufl.,1990, besonders S.63f. 
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３.３. 「存在しないもの」として〈存在するもの〉 

そして、この「存在しないもの
．．．．．．．

」として
．．．

〈存在するもの
．．．．．．

〉の生起といった事態への秘か

な着眼こそは、おそらく『哲学への寄与論稿』におけるハイデガーに、「“存在するもの”

としての“存在するもの”（on he on）を一者（hen）とするギリシア的な解釈、つまり存在

の思惟において一者（das Eine）や一性（die Einheit）がいたるところで獲得する不明瞭な

優位」（GA65, 459）をめぐる疑義を抱懐させたものかもしれない…、などと言うのは、牽

強付会に過ぎるだろうか？26 だが、かの生起の境域を、物理主義的な「原因」概念から

は一線を画した別の仕方で思索する試みが、終局的に向かわざるをえないのは、「存在する

ものとしての
．．．．

存在するもの」という原子的反復（物理的対象といった対象概念を支える「同一

                                                        
26 『哲学への寄与論稿』（1936 から 38 年）よりも、さらにしばらく後（1944／45 年）に執筆され

た対話篇「放下（Gelassenheit）の究明」においても、同様に、「地平を地平であらしめているもの」、

すなわち、“或る「開け（Offenes）」としての地平に、それがそもそも「開けてあること（Offenheit）」
を到来させるもの”は、この地平への「超越」ではない、といった趣旨のことが語られている。Vgl. 
Zur Erörterung der Gelassenheit, in: Gelassenheit, Neske, 10.Aufl., 1992, S.37. ハイデガーは、さらにこ

の発言を、「地平とは、したがって、地平とはさらに他なるものであるのだが、この他者は〔…〕、

おのれ自身の他者であるとともに、それがゆえに自らがそれであるところの“同一なる者”なので

ある」（a.a.O., S.38）と、いかにもヘーゲル風にパラフレーズしてみせているが、本稿において私が

試みることにした“「存在しないもの」として〈存在するもの〉”といった奇矯な表現も、そう考え

てみると、いかにもヘーゲル的であると反省される。実際、「存在は、実は、無である」とか「あら

ゆるものは、それ自体において矛盾している」といったテーゼを掲げながら展開される『大論理学』

におけるヘーゲルの考察こそは、私が本稿において考えようとした事柄を、もっと徹底したかたち

で問いつめた成果であり、少なくとも、それをハイデガーの考察と深く突き合わせてみないことに

は、本当は、何事も明らかにならないのではないかとも思われる。 
ここから、二つの課題が明らかになる。第一は、物理主義を導いている「何が本当に存在するのか」

という先行的な問いにおいて秘かに前提されている「（今のところ我々には、それが究極的に何であ
．．．

るのか
．．．

は知られていないにせよ）ともかく、本当に存在する何かが在る」という想定それ自身を、

“「同一性そのもの」における「絶対的な非同一性」”といったヘーゲルの洞察によって突き崩す道

筋を検討してみること。（Cf. 高山守「存在と矛盾」，『理想』1989 年冬，第 641 号，理想社，pp.23-35.）
そして、第二には、ハイデガーが、（少なくとも彼自身の志においては）ヘーゲルの論理学的考察の

さらなる向こう側に見出そうとしていた事柄の何たるかを、検討することである。というのも、実

のところ、上記に引用した「放下の究明」におけるヘーゲル風のパラフレーズは、この架空の対話

篇中に登場する「研究者（Forscher）」という話者によって発言されているものにすぎず、おそらく

ハイデガーの真意を表現するものではないのである。ハイデガー自身の考察の方向性を示唆すると

思しき「師（Lehrer）」という話者は、上記のようにヘーゲル風にパラフレーズされた「地平」概念

を、「方域（Gegend）」という言葉によって引き取って、さらなる考察を推し進めようとしている。

さらにまた、1973 年のツェーリンゲン・ゼミナールの記録等に見て取られるように、ハイデガー自

身が最終的に到達しようとした境位は、「現存が現存する（esti gar einai）」というパルメニデス的な

「トートロジー」の境位であり、この「トートロジー」は、「弁証法が覆い隠すことしかできないも

のを思考する唯一の可能性である」（GA15, 400）とさえ述べられている。なお、ハイデガーにおけ

る“地平的な思惟”から“トートロジカルな思惟”への転換に関しては、丹木博一氏による卓越し

た論考「『地平の現象学』から『顕現せざるものの現象学』へ」、『思想』2000 年 10 月、No.916、岩

波書店、pp.80-104 を参照。 
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性」概念の素子）が、本質的に、言い拒まれ、機能不全に陥る（versagen）ような境域なの

ではないだろうか。彼は、次のように記している。 

「より深く見られるなら、かの一性は、現前化そのものを、集め収めつつ表象･定立す

ること（sammelndes Vor-stellen）すなわちレゲイン〔ロゴスの働き〕から見てとったかぎ

りでの前景にすぎない。〔…〕現前性は、集め収めとして捉えられ、そのようにして一性と

して概念把握されうることになるが、それもまたロゴスの優位のもとにおいてでなければ

ならないのである。しかしながら、一性それ自体が、それ自身からして、存在するものの

存在の根源的な本質規定であるのではない」（ibid.）。 

ここに読まれるように、ハイデガーは、「存在するものとしての
．．．．

存在するもの」という

根源的な「同一性」概念がロゴスの働きによって構成されたことが、〈我々〉の歴史の「第

一の始元」を為したのではないか、と考えつつ、しかしながら、「別の始元」への移行にお

いては、「かの揺るがされることなく、まったく問いかけられてもいない存在の規定（一性）

が、問うに値するものとなることがなおもできるし、またならなければならない。それか

ら、一性を『時間』（時･空の底無しに没根拠的な時間
．．．．．．．．．．．

）の内へ差し戻す」（GA65, 460）こ

とが求められることになるのではないか、と暗中模索するのである。 

「存在するもの」というロゴス的な概念の一性がその内へと差し戻されるべき「没根拠

的な時間」というのが、私の解釈では、「存在しないもの
．．．．．．．

」として
．．．

〈存在するもの
．．．．．．

〉の生成・

生起の境域であるが、私としては、この境域をより具体的に考察するため、私たち自身の

「生命」の次元へと、歩みを進めてみることへ誘われる。というのも、私たちの生命の次

元において生起する事柄、一例を挙げれば「感覚」が、反復的に再認可能な「同一的対象」

という概念の成立以前の境位として現成していることは、明らかであるように思われるか

らである27。私たち各人の肉体は、“「現出するもの」と「現出」との区別”が消失する身

近な特異域であり、そうした区別にもとづく「存在するもの」概念の成立以前の相におい

て、不断の生成のうちにある。それは、「存在しないもの」の〈存在する〉境域であり、「存

在するものとしての
．．．．

存在するもの」という原子的反復の拒絶される「生成」の境域なので

はないか。 

「それは戯れる、戯れるがゆえに。この“ゆえに”は、戯れのうちに沈んでいく」（GA10, 

                                                        
27 例えば、よく熟れた葡萄の美味しさという感覚は、その感覚が現に生じている私の身体状態を唯

一の「現われ」の場所としており、その「現在」の身体状態を離れて、それと同一の感覚を再認す

るといった展望が、本質的に成り立たないのではないか。なるほど、「あそこで手に入れた葡萄を、

今日食べてみたところ、実に美味い」というようなことを、一つの出来事として認識することがで

きる以上、私には、「昨日の葡萄は実に美味かった」ということを明日になって想起することも可能

であるに違いない。しかし、「昨日食べたあの葡萄は美味かった」ということを想起することは、「あ

の美味しさ」それ自身を呼び戻すことではないのである。なるほど私は、そのような思い出に耽っ

てばかりではおられず、「あの美味しさ」の「原因」として捉えられる「あそこで入手される葡萄」

をもう一度手に入れ食べてみることによって、「あの美味しさ」を反復してみようとする。そのよう

な作為のなかで、私もまた、その「原因」の反復可能性とともにもたらされる「あの美味しさ」の

反復可能性を疑わなくもなるかもしれない。けれども、それは、「原因」という操作的な概念の投入

によってもたらされる仮象にすぎない
．．．．．．．

ことを、私の五感のすべてが秘かに教えてくれることだろう。 
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169）。戯れとしての生命の自然には、「原因」も「理由」もなく（Das Spiel ist ohne Warum）、

「存在しないもの」として
．．．

〈存在する〉という、その非同一性の更新のうちに自らの生成
．．．．．

の
．
〈原因

．．
〉を秘匿しつつ

．．．．．．
、たえず前進しつづける。 

 

物理主義的な因果的閉包性の宇宙観のもとでの思考の運命を、ハイデガーは、「哲学の

終焉」として語っていた。単なる物理的事実と規範的な事柄との差異が無視され、全ての

哲学的・倫理学的思索の伝統が、「情報」概念の専横によって無効化しかねない「現代」と

いう時代への憂慮の声を、私たちは、そこに聴きとることもできる。たしかに、それは一

面において憂慮すべきことであろう。そして、心ある人間は、その愚かしさと戦わざるを

えなくなりもするだろう。 

けれども、敢えて言えば、おそらく一切は、何ら憂慮するに値しないのではないか。と

いうのも、「原因」も「理由」もなく、物理的事実をめぐる思考も、規範的思考も届かない

「戯れ」としての生命の没根拠的な場、それこそは、私たちの誰もが、そこにおいて生ま

れ、生き、目覚め、活動し、眠り、そうしてやがて死んでいく場であろうからである。こ

の場の驚き、ないしは悲喜に発するかぎり、「哲学」は、終わりようもなく、常に生き生き

と、前に向けて進みつづける。 

 

Masataka FURUSHO 
Heideggers Frage nach dem Jenseits von Causa und Ratio 

― Überprüfung seines philosophischen Entwurfs 
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哲学の「終わり（Ende）」に寄せて 
 

斎藤 慶典（慶應義塾大学） 
 

 

１．思考とは何の謂いか＝何が思考を命ずるのか 
 

  ハイデガーにとって哲学とは形而上学にほかならなかった。そして形而上学としての哲

学は、「根拠（archē, principium, Grund）」の探究をもってその本義とする。すなわち、「根

拠」を見出すという仕方で遂行される思考が哲学なのである。この哲学がもはや「根拠」

をめぐる思考として立ち行かなくなったとき、すなわち哲学がその「終わり（終焉）」に達

したとき、それは根拠ならざる「存在」へとおのれを差し向ける「存在の思考（思索）」へ

と転回する。この思考は、私たちの許にみずからを「存在者」として送り届けることで「存

在」であるかぎりでの自身は身を引いてしまう「存在」を、いつもすでに失われ・忘却さ

れたものとして「追想」し、そのようにしてそれを「見守り」（「守護」し）、かくしてその

許に「安らう」。形而上学としての哲学が根拠の思考としての有効性を求めて諸学へと分岐

することで解体し、すべてを何かの用に立つもの（「用象 Bestand」）へと徴発し・駆り立て

る（herausfordern）「集め立て（Gestell）」としての「存在」の動向に（すなわち「歴運 Geschick」

に）呑み込まれた後に思考に残された課題は、「追想」と「守護」という「慎ましい」任務

を甘受することの中で、来るべき（「将来の」）「もう一つの始まり」、すなわち「根拠」な

らざる「別の始まり＝元初（archē）」に備えることだと言うのである。 

  私がここで試みたいのは、ハイデガーのこのような見立てと時代診断を批判することで

もなければ、擁護することでもない。そのもっと手前で、そもそも思考とは何かを、それ

はいかなる営みなのかを、あらためて考え直すことを通して、哲学の「終わり」なる事態

に（おそらくはハイデガーとは別の仕方で）応じてみたいのである。しかしその試みは、

ハイデガーと独立に営まれるのではない。そうではなく、彼との対話の内で、ときに彼に

導かれ、ときに彼に抗いながら、ここでの思考は進行してゆくことになるだろう。 

  まず確認したいのは、そもそも思考は行為の一形態、それも私たちの下ではすぐれて行

為そのものだという点である。このことは、私たちの現実がおしなべて「何々のために（Um- 

zu）」という「有意味性（Bedeutsamkeit）」に導かれた「帰趨（適在性連関 Bewandtnis）」、

すなわち実践的＝行為連関によって織り上げられていることを鮮やかに示した『存在と時

間』の分析が教えるところでもある。つまり、私たちの下で思考が立ち上がるのも、それ

が私たちの現実の一部をなす営みであるかぎり、「何かのために」なのである。「何かのた

めに」なされるところのもの、それが「行為」なのであり、思考とて例外ではないのだ。

『存在と時間』によれば、行為が「それのために」なされるところのその「何か」は、突

き詰めれば「現存在」、すなわち私たち自身だった。 

  だが、その後ニーチェと徹底して対決したハイデガーの眼には、「現存在」のさらに手前
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があることは今や明らかである。現存在を行為へと突き動かすもの、すべてを「おのれの

ために」配置し・出会わせて熄むことのない動向、それは「力への意志」なのだ。ここで

の「意志」自体がすでに「力」の発現であることに鑑みれば、根底にあるのは（「根拠」で

あるのは、と言ってもよい）「力」である。「力への意志」とは「力への力」にほかならず、

ここに明らかなように「力」はその発現のために絶えずおのれを競り上げて熄むところが

ない。「力」はもはや他の何のためでもなく、ただ発現することにおいてのみおのれの充足

を得るからだ。「冪乗（ポテンツ）」が力の本性なのである。このように見てくれば、私た

ちの現実がすべてを何かの用に立つもの（「用象」）へと徴発し・駆り立てる「集め立て」

としての「存在」の動向に貫かれているとした先のハイデガーの見立ては、事態の当然の

帰結と言ってよい。程度の差はあるにしても、そのような事態は何も西欧近代に始まった

ことではなく、この現実が現実であるかぎり、すなわち世界が世界であるかぎり、そうな

のだ。ことさらに「西欧近代ならびに現代」と言うことに意味があるとすれば、それはそ

こにおいて事態は今や誰の眼にも明らかとなったと言うにすぎない。 

  ここでいったん立ち止まろう。このような趨勢の中で、ほかならぬ「思考」が占めてい

る位置とその役割を見定めるためである。先に思考とはすぐれて行為であると述べた。だ

が思考は、一見、行為の抑止ないし中断と見える形で訪れる。真剣に考え始めてしまった

ら、もうほかのことは手につかなくなってしまうからだ。それまで滞りなく進行していた

日常が「いったいどうして」、「なぜ」という仕方で中断され、世界に亀裂が入り、隙間が

生ずるとき、思考が始まる。「あれっ」と思ってしまったとき、たとえそれが僅かな時間で

あっても、その間、世界は凍りついてしまったかのように見える。あるいは、一瞬、現実

からはじき出されてしまったかのように感ずる。これはいったいいかなる事態だろうか。 

  「あれっ」と驚き、「いったいどうして」と疑問を感じたときには、私たちはこれまで「あ

たり前」で「当然」と思っていたことが（より正確に言えば、あまりに「当然」なので「あ

たり前」だとすら思っていなかったことが）、実は「当然」でも「あたり前」でもなかった

という現実を前にしている。世界は、現実は、必ずしもこれまでそうであったようでなく

てもよかったのだ。そうであれば、世界がいま現にある通りでなくてもよいはずである。

それにもかかわらずそのようであるのは、いったい「なぜ」か。このようにして、この現

実が「別様でありうること」の、すなわち「可能性」の空間に私たちが開かれることが思

考を可能にする。ところで可能性の能力（可能性の空間を開く能力）とは「想像力」以外

ではないだろう。したがって、思考と想像力は少なくとも同根である。だが、「いま・ここ」

から何らかの仕方で離脱する能力が想像力であるとすれば、それは時間と空間という事態

との密接な関わりを予想させる。そうであれば、この能力が私たちの現実のどこにまで及

んでいるかは十分な検討に値する。それはおそらく、ハイデガーが「空け透き（Lichtung）」

と呼んだある根本的な事態にまで到達している可能性があるのだが（そしてその場合には、

それを「能力」と呼ぶのはもはや相応しくないことになるのだが）、ここではこれ以上立ち

入ることができない。 

 話を思考に戻そう。それは、当たり前だと思っていた現実からどんなに僅かではあれ私

たちが図らずも「逸れて」しまったとき、世界からの距離が生じてしまったとき、世界が
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現にある通りであることへの「なぜ」の問いとともに始まる。この「逸脱」・「距離」を、

世界に生じた「亀裂」、「隙間」と先に述べたのである。このとき、この問いが発せられて

いる地点に注目しよう。それは、現実を「この世」とすれば、それに対する「あの世」、少

なくともこの世界の何ほどかの「外部」、すなわち「異界」からの眼差しである。思考には

多かれ少なかれ、この「異界」の影が射しているのだ。このことは、私たちが思考を余儀

なくされるのがどんなときかを考えてみれば、納得がいこう。身近な人の死や自分自身に

切迫した死、それらは私たちにとって「異界」の最たるものだろうし、病気、失敗、挫折、

対人関係の不具合などなどに出合ったとき、それらが日常の平穏さからはみ出すものであ

るがゆえに、それらにどう対応したらよいか、考え込まない人はいないだろう。 

 こうした事態の到来ないし勃発とともに日常の営みはいったん停止し、「躊躇」を余儀な

くされる。「なぜなのか」、「どうしたらいいのか」、ああでもないこうでもないと右往左往

し、思いあぐねる。現実行動の一時停止（あるいは「上の空」）と可能性の空間の探索・模

索、つまり思考の中でのまさぐりが始まるのだ。問いがひとたび立ってしまった以上、疑

問にとり憑かれてしまった以上、それには何らかの仕方で答えが与えられねばならない。

答えが与えられない状態は、思考を不安にする（ハイデガーはそこに、現存在がおのれの

存在に絶えず気を配らずにはいない「配慮（Sorge）」の介在を見て取り、それに由来する

「根本気分」ないし「情態性（Befindlichkeit）」も「存在」への関わり方の変化に応じて別

のものとなってゆくのだが、私たちはこの点に関しても彼とは違う途に就くことになるだ

ろう）。さて、問いに対するその答えは、「何々だからだ」という形で与えられる、あるい

は獲得される。この「だから」をもって与えられ・獲得されるところのもの、それを、世

界が、現実が、このようであることの「根拠」と呼ぼう。「根拠」が与えられることで思考

は「そうだったのか」と納得し、ストンと心に落ち、かくして「だったらこうしよう」と

次のステップに移っていくことができる。こうして思考はいったん止む。私たちは再び現

実の中に入り込んで行くことができるのだ。 

 このように思考を捉えることができるとすれば、今や次のように言ってよい。すなわち、

思考とは、図らずも生じてしまった現実からの距離によって開示された非現実性の空間

（「現実は別様でありえたし、いつでも別様でありうる」）、つまり可能性の空間を経由して

再び現実へと回帰する運動である。この運動を通して思考は、よりうまく・効果的に、現

実に適合して行為することを私たちに可能にしたのである。すなわち思考は、それによっ

て行為が導かれるという仕方で行為の中核に位置しており、この意味でそれ自身がすでに

すぐれて一個の行為なのだ。そしてこの行為の最終的な出所（「根拠」）がニーチェやハイ

デガーが認めるように「力」なのだとすれば、すべてが「用象」へと駆り立てられた「集

め立て」として露わになる動向の内に、根拠の探索であるかぎりでの哲学＝形而上学もま

たおのれを見出すことになるのは、すでに見たように当然の成り行きなのである。ここで

は思考の主体はもはや私たちではなく、むしろ私たちは図らずも生じてしまった現実から

の逸脱によって思考を余儀なくされ、思考すべく命じられるのだ。そして言うまでもなく、

それを命ずる（heißen）のは「力」なのである。だが、思考が私たちに新たな途筋を示唆

するのはまさしくこの地点においてなのだ。ハイデガーもそのように考えた。しかし、そ
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の「新たな途筋」がどのような途筋なのかをめぐっては、なお考えてみる余地が残されて

いるように思われる。この点を考えるために、思考の在りようを今少し詳しく検討してみ

よう。 

 

 

２．諸学と形而上学 ― 「根拠」をめぐって 
 

  思考が、いったん現実から離脱して可能性の空間を経由し再び現実へと還帰する運動で

あることを、今見た。この運動は、現実がこのようであることの「根拠」の探索として実

現される。では、「根拠」とは何だろうか。それは、どのようにして思考に与えられるのか。

「根拠」がいかなるものであるかは、必ずしも一様ではない。「何々だから」と言われて私

たちが納得する仕方には、幾つかのものがあるのだ。すぐ思い付くだけでも、次のような

ものが考えられるだろう。 

 まず、ものごとがそのようであることの「原因」として根拠を捉える仕方がある。「なぜ

林檎は木から落ちるのか」という問いに対して、「引力（重力）によって地球の中心に向か

って引っ張られるから」という仕方で落下の「原因」を引力として発見することをもって

答えるのである。このとき林檎の落下は、引力という「原因」が惹き起こした「結果」と

なる。世界には原因－結果関係、すなわち因果関係が内在しており、すべては然るべき原

因によって惹き起こされていると考えることで、根拠の問いに答えているのである。 

  次いで、ものごとがそのようであることの根拠をその「目的」によって捉える仕方があ

る。「なぜあなたはそこに座っているのか」という問いに対して、「ハイデガーをめぐって

刺激的な議論をしたいから」と答えることができるのである。あなたがそこに座っている

ことの根拠はハイデガーをめぐって刺激的な議論をするためなのであり、そのような「目

的」のゆえにあなたはそこに座っているのだ。このときあなたの着席は、この「目的」を

実現するための「手段」となる。世界には目的－手段関係が内在しているのであり、行為

には然るべき「理由」があると考えることで、根拠の問いに答えているのである。 

  あるいは、ものごとがそのようであるのは当のものの「本質」に従ってだと捉える仕方

もある。「なぜ一足す一は二なのか」、「なぜ三角形の内角の和は二直角なのか」といえば、

一や二という数と加法という演算の「本質」からして、あるいは三角形という空間図形の

「本質」からしてそうなるのである。三角形とは何かというその本質を規定する「定義」

から演繹的にその内角の和が二直角であることを証明できるのであって、二直角という結

果を惹き起こす原因が世界のどこかに潜んでいるわけではないし、二直角になりたいとい

う目的を三角形が有しているわけでもない。このとき内角の和が二直角になるという事実

は、三角形の「本質」からおのずと導き出される（派生する）固有の性質（属性）とされ

る。世界は本質－属性関係から成り立っているのであり、すべてはその「本質」によって

そのようであるべく規定されていると考えることで、根拠の問いに答えているのである。 

  根拠のこのような捉え方のそれぞれに応じて思考の遂行の仕方も異なるのだから、この

ことをもって異なる学の領域が画されることになる。因果関係によって捉えられるのは「も
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の」の領域だろうから、このような根拠の把握に基づいて「もの」についての学、すなわ

ち広義の物理学ないし自然学が形成される。目的－手段関係によって捉えられるのは「ふ

るまい」の領域だろうから、このような根拠の把握に基づいて「ふるまい」についての学、

すなわち人間と心の学が形成される。本質－属性関係によって捉えられるのは「理念」の

領域だろうから、このような根拠の把握に基づいて「理念」についての学、すなわち本質

学が形成される。その典型が数学であるのは言うまでもない。 

  いずれにせよ答えが根拠として与えられるためには何らかの思考の枠組みを設定し、そ

の枠に沿って・その枠の中で世界をあらためて捉え直さねばならない。こうした思考の枠

組みの限定によって諸学が成立したのである。「なぜ林檎は木から落ちるのか」という問い

であれば、そのことの物理的原因をもって答えるべく「林檎」から甘さや栄養価を除外し、

「落ちる」から「天使が地上に落ち」たり「地位が落ちる」ことや自発的運動（つまり「ふ

るまい」）を除外する。「なぜあなたはそこに座っているのか」という問いに対しては、「座

る」ことから足腰の身体的機能や身体の質量を除外することで、「足の筋肉のここを弛緩さ

せ、腰の筋肉のそこを緊張させることで座っている」とか「重力によって地表に押し付け

られて座っている」という答えを予め排除するのである（それらが必ずしも「間違ってい

る」わけではないにもかかわらず、である）。かくして「ハイデガー・フォーラムに期待し

ているから」という答えを首尾よく獲得することも可能となるわけだ。 

  これはすなわち、世界がこのようであるのにはそれなりの原因なり理由なりが、つまり

は根拠があるということにほかならない。そしてそのそれなりの根拠を首尾よく獲得する

ためには、根拠の範囲を予め限定しておかねばならないのである。厳密に・狭く限定すれ

ばするほど答えは得やすくなるし、ひとたび得られた答えの安定性も高い。最も成功した

例が数学であり、次いで近代自然科学であることには大方の賛同が得られるだろう。後者

は自然の内に見出された因果関係を数学という本質の言葉で読み解くことで、圧倒的な成

功を収めたのである。しかし数学や自然科学にしても、その内部で更に有効な、納得でき

る、明確な、一義的な答えを求めてみずからを、つまり問いを限定する動向は熄むことを

知らない。群論と確率論は対象もそれを取り扱う仕方も異なるのだし、量子力学と天体物

理学もまた然りである。根拠をこのような仕方で追求するかぎり、細分化・専門化と個別

諸科学の独立はその本性であり、この歩みには原理的に「終わり」はない。諸学に「終わ

り（Ende）」はないのだ。 

  ところが、よりうまく、効率的で一義的な答えを得るために問われるものの範囲と在り

方を限定してゆくのとは逆の方向に思考が展開する可能性もある。確かに世界の内にはさ

まざまな「もの」や「こと」や「ふるまい」や「本質」や…が満ち溢れ、それらの存在の

仕方の違いに応じて諸学が成立するのには十分な理由があった。しかしそれら多様なもの

がすべて、世界という唯一のものに帰属していることもまた確かである。そうだとすれば、

そうした唯一にしてすべてである世界そのものに思考が向かう余地がなお残されている。

このような方向でものごとを思考する可能性が予め閉じられているわけではないし、禁じ

られているわけでもないはずである。そうした思考が、かつてアリストテレスによって「第

一の哲学」と呼ばれたのだった。個々の存在するものや特定の仕方で存在するものの一群
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を思考するのではなく、「およそ存在するものをそれが存在するかぎりにおいて問う」がゆ

えにそれは「存在論」なのであり、後の人々によって「形而上学」とも呼ばれた。 

  確かに世界はすべて何らかの仕方で存在するもの（存在に関与するもの）から成り立っ

ているらしいのだから、世界をその全体において問うとはこのかぎりで「存在」を問うこ

とに等しい。すなわち形而上学は、「なぜそもそもすべては存在するのか、何もないという

ことも可能だったのではないか」という疑念にその根本において導かれているのである。

これが後にライプニッツによって形而上学の第一の問いとして定式化され、ハイデガーも

また形而上学の根本をなす問いとして取り上げることになるのは周知の通りである。こう

した問いが、問いとしてのかぎりで成り立つことを認めよう。誰も、そのような疑問を抱

いてはならないと予め言うことはできないからだ。だがそのことと、この問いに答えがあ

るかどうかはおのずから別の話である。はたして私たちは、すなわち思考は、こうした問

いに首尾よく答えることができるだろうか。 

  アリストテレスの場合を見てみよう。ハイデガーがアリストテレスの形而上学を、問わ

れるべき「存在」が「存在者」と取り違えられているとして、あるいは両者の区別が見失

われているとして斥けたことはよく知られている。はたしてそこに問われているものの取

り違えがあったか否かはさておき、そもそもすべてがその全体において問われたときそこ

に何が起こっているかという観点からその形而上学を検討してみよう。この形而上学には

存在者の存在構造を分析するいわば存在の「本質」論と、存在者の最終的な「原因」の探

究としての神学の二重性が見られることをハイデガーも指摘している。まず本質論ではす

べての存在者が「実体（基体）」とその属性という在り方をしているとされるが、存在者性

の基盤をなす実体とは何のことだろうか。それはあらゆる属性の担い手とされるが、それ

からそうした属性を除いてしまえばもはや何ものでもなくなってしまうはずである（後の

バークリーの論難を想起せよ）。何ものでもないものが何かである存在者の基盤をなすこと

がどうして可能なのか。そもそも「何か」でないものは存在することすら叶わないのでは

ないか。実体は存在しないのではないか。 

  同じ疑問は質料－形相論にも当てはまる。それは質料が形相に規定されてはじめて存在

者は存在者たりうるとする論だが、そうだとすれば質料であるかぎりでの質料は「何」と

しても規定されていないのだから何ものでもないことになる。ここに「潜勢態（デュナミ

ス）」という考えを導入しても、では潜勢態であるかぎりでの質料は存在しているのか、い

ないのかをめぐって困難が生ずることは避けられない。存在しているとすればそれはすで

に何かとしての存在者であって潜勢態ではないし、存在していないとすればそこにはそも

そも何もないことになってしまう。純粋質料に関しては、問題は何も解決していない。 

  神学の方にも困難が立ちはだかる。すべての存在者の究極にして第一の原因が「神」な

のだとすれば、神という存在者自身に関しては事情はどうなるのか。神という存在者には

もはや原因がないのだとすれば、根拠の探究はここで破綻することになる。「自己原因（cau- 

sa sui）」という考え方は後世のものだが、自分の存在の原因が当の自分自身だというのは

はたして説明になっているのか。かといって神は存在者ではないと言ってしまったら、存

在しないものはもはや何かの原因であることもできない。こうして見てくると、彼の形而
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上学の根幹をなす部分でいずれも思考は破綻してはいないか。 

  ハイデガーの場合はどうか。先にも見たように、すべての根底に「力への意志」を、す

なわちおのれを競り上げて熄まない「力」を見て取ったニーチェの内に彼は、根拠の思考

としての形而上学の完成と解体を見る。もはや「力」自身にはいかなる根拠もないからで

ある。すなわちニヒリズムである。これはすべての存在者の根底に「存在」を探索するハ

イデガー自身の思考にも当てはまる。そのとき「存在」は、存在者の側からその最終的な

「根拠」として捉えられているからである。まさにそのことをもって、かつその地点で、

根拠の思考としての形而上学すなわち哲学は破綻し、終焉を迎える。だが思考の命脈は形

而上学をもって尽きてしまうのではない。むしろその後に、思考本来の課題が立ち現われ

るというのだ。それは「存在」をもはや根拠としてではなく、それ自体として見守り、語

り出すという課題にほかならない。 

 この思考は、もはや「なぜすべては存在するのか」とは問わない。そうではなくそれは、

ただただすべてが存在するというそのことへと向けて思考を送り返すのである。「存在」に

根拠が欠けていることは今や思考の挫折ではなく、根拠なしにすべてが存在することが一

個の贈与（Gabe）であることを示す。すなわち、”Es gibt Sein.”「それは存在を与える＝贈

る」であり「存在は存在する」である。このときの「それ（Es）」は「存在」の根拠ではな

く、絶えず思考から身を引くことで一切の負債から自由な純粋贈与を成就する贈与の動き

そのものなのだ。だが彼は、このような思考の務めが根拠とは別の元初に応ずる将来の思

考の準備であるとも語る。それがいかなる思考であるのかは、いまだ明らかではない。 

  根拠の思考である形而上学が破綻した後に残された思考の語りうることがそのようなも

のなのか、あるいはそのようなものに尽きるのかどうかについては節をあらためて考える。

ここで考えてみたいのは、根拠の思考が破綻するとはどういうことかである。先に見たよ

うに答えの範囲を限定すればするほど答えやすくなるとは、逆に言えばうまくいった答え

であればあるほどたくさんの限定がついているということである。ところが形而上学にお

いては、思考はこれと全く逆の方向に歩んでいる。それは、答えることが困難な方向に向

かっていることに等しい。つまり形而上学は、「思考はいったいどこまで考えることができ

るのか」という思考の限界を画定する営みを当初より含んでいるのだ。 

 それはまた、世界に強い意味での「根拠」などはたして存在するのかという問いをも含

んでいる。「すべてにその根拠がある」（ライプニッツの言う充足理由律である）などとど

うして言えるのか、というわけだ。確かに「なぜ」という問いの成立とともに思考は立ち

上がったのだが、その問いが求めている根拠が存在する予めの保証などどこにもなかった

からである。私たちが知っているそれは、いずれもそこそこの、それなりの根拠でしかな

い。それが限定つきということなのであり、諸学の目指すところでもある。日々の生活に

生じた無数の小さな亀裂に応ずるにはそれで十分なのであり、むしろその方が有効なのだ。

かくして思考はあらゆる学の営みの隅々にまで行き渡り、その一方の果てで最も精密な学

としての数学に結実し、他方の果てに思考自身が危機に瀕する（限界に直面する）形而上

学の尖鋭化された問いにまで達する。この極端な振幅の内に思考は身を置いているのであ

り、ハイデガーに言わせれば、形而上学をもってこれまで思考と同義であった哲学は「終
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焉」を迎える。 

 

 

３．哲学の「終わり」、あるいは「終わり」と哲学 
 

  以上を確認した上で、哲学と形而上学についてもう少し考えたい。すべてをその全体に

おいて問おうとする試みは、必然的に「思考しうること」の全体と関わる。「すべて」とは、

「思考しうるすべて」となるほかないからである。形而上学が思考の限界に関わるとは、

このことの謂いであった。この限界が、思考のそのつどの終局、すなわち「終わり」を画

す。だが、思考がどのようにその限界＝終わりに達するかは一様ではない。なぜなら、そ

もそも思考はおよそ思考しうるものにしか関わりえないはずなのだから（「思考しえないも

の」もそのようなものとして思考してしまうし、そうしてしまわざるをえないのだから）、

それにもかかわらず「何」が、あるいは「どこ」が、あるいはどういう仕方が…その限界

を画しているかを示すことは決して容易ではないからだ。少なくとも、思考であるかぎり

の思考がそれを思考することはできないのである。 

  思考の限界を示すいわば形式的特徴をあえて取り出せば、それは思考が無意味に曝され

ることだと言ってよいだろう。思考が思考たる所以は、それが何ごとかを有意味に思考し

うることだからだ。そして思考が無意味に曝される典型的なケースは、次の二つだろう。

すなわち、同語反復（トートロジー）に帰着するか、矛盾＝逆説（パラドックス）に陥る

場合である。（「矛盾」というと弁証法が想起されるかもしれないが、「止揚」されうる矛盾

はここで言う矛盾ではない。ここでのそれは、すぐ後でも述べるようにもはやその先には

いかにしても進めない類いのものであり、それにもかかわらず思考を継続しようとするな

らすべてを御破算にして一から出直すほかないところのものである。）些か単純化して言え

ば、ハイデガーにおける形而上学期の「存在は無である」というテーゼは後者の、いわゆ

る「存在の思索」期の「性起は性起する＝性起させる」は前者の形式的特徴を備えている。

アリストテレスの「実体」、「質料」、「神」は、それらが存在者の根拠であるかぎりで存在

しえないという矛盾である。いずれの場合も思考はそこでいったん行き止まり、もはやそ

のままその途を先に進むことはできない。だが、そこでいったい「何」が思考の限界とし

て示されたかは事柄の性質上「言いえない（語りえない）」のだから、つまりその各々の思

考の仕方ではもはやその先に進めないというにすぎないのだから、もし当該の思考の本質

にその限界が不可分に関わっているのであれば、それを示す思考の営みはあらためて別の

仕方で再開されるほかない。これはすなわち、ある種の思考にとって、つまり、思考しう

ることの、世界の全体にあえて関わろうとする形而上学としての哲学にとって、「終わり」

は不可避であるとともに、その営みに「終わり」はないということである。 

  正確に言おう。「終わり」とは歴史的＝時間的な意味でのそれ、すなわち「終焉」ではな

く、哲学的＝形而上学的思考の一つの究極にして行き止まり、すなわち「挫折」なのであ

る。ほかならぬこの挫折を通して思考が関わっている当のものが指し示される。したがっ

てこの思考は、それが根本において関わっている当のものとの繋がりをこの挫折において



哲学の「終わり（Ende）」に寄せて（斎藤慶典） 
ⓒ Heidegger-Forum vol.1 2007  

 30 

のみ示すことができる。思考は思考しえないものに関わってしまっているからこそ、思考

するのである。どういうことか。その構造が比較的見えやすい形而上学で考えてみよう。 

  形而上学はすべてをその全体において捉えようとする。だが、もしそれが全体に関わろ

うとするなら、それを問う思考自身はすでに何らかの仕方でその全体の「外部」に身を置

いているのでなければならない。先に触れたあの「異界」である。すべてである世界に対

して「なぜ」という疑問が立ってしまうとは、思考に開かれた可能性の空間において世界

の「外部」に当の思考が触れてしまい、世界からその「外部」へとはじき出されてしまっ

たことの証しなのだ。このときはじめて、思考の面前に思考さるべき「何」ものかが姿を

現わす。思考という仕方で向かいうる何かがあるのだ。だがそのとき思考自身は、当の思

考さるべきものとの間に口を開けた亀裂のこちら側に、すなわち思考さるべきものの「外

部」にはじき出されている。そのかぎりでこの「外部」は、思考の可能性を開くものでは

あっても、それ自身は思考しうるものではない。図らずもぱっくりと口を開けた亀裂の中

に落ち込むことで思考が目覚めたのだとすれば、思考とこの亀裂は同体であり、それ自身

は思考さるべきもののこちら側に回り込んでしまって思考できない。形而上学が世界をそ

の全体において思考せんとしているのであれば、その思考は世界の「外部」という思考し

えないものの中に落ち込み、それと何らかの仕方で関わってしまっているのだ。これを、

思考は思考しえないものに関わってしまっているからこそ思考する、と言ったのである。 

  こうして思考は、この思考しえないものとの関わりを介して、みずからがそこからはじ

き出され、そこから落ち込んだところへとあらためて向かう。だがこの還帰がうまくゆけ

ばゆくほど、すなわち思考すべきものが首尾よく理解され思考の手中に落ちれば落ちるほ

ど、この動向を可能としたはずの思考しえないものは跡形もなく消失する。亀裂はその痕

跡も定かでないほどきれいに修復されたのである。思考が辿るこの一連の動向が〈抹消さ

れた思考しえないもの〉によって成り立っていた可能性に当の思考が気づくとしたら、そ

れは逆にむしろ思考がうまくゆかないときということになる。ところが大抵の場合そのこ

とは思考の不十分さとされ、思考しえないものに思考が直面するには到らないのだ。この

点で形而上学は特異な位置を占める。なぜなら、今や思考の破綻が抜き差しならない仕方

で迫ってくる形而上学においてこそ、そこに思考しえないものが伏在していたことに当の

思考がようやく思い当たることを可能にするからだ。このことは、思考がその根本におい

て関わっている事柄に「ふさわしい」仕方で、すなわち「正しく」挫折することによって

しか果たされない。何が思考の出立を余儀なくさせたのか、どこが思考の還帰すべきとこ

ろなのかは、思考がその限界に触れ直すそのたびごとに僅かに示されるにすぎない。かく

して思考は何度でも、そのたびごとに別様の仕方でその「終わり」へと到り、破綻し、挫

折せねばならないのである。だがこのことは、決して思考の「終焉」を意味しないのだっ

た。 

  最後に考えてみたいのは、このような思考しえないものとしての「外部」と思考がどの

ように関わっているのかである。ここで思考しえないとは理解できないということであり、

すなわちその根拠が見出されないことに等しい。先に見たように、ハイデガーはそうした

「外部」との関係を、「追想」と来るべき別の思考への「準備」と捉えたのだった。この点
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に関して、なお思考の余地が残されてはいないか。 

 1 節で見たように、思考ははじめからそれ自体で存在しているわけではなかった。「えっ」、

「なぜ」、「どうして」という仕方で日々慣れ親しんだ世界に亀裂や断絶の線が走ったとき、

すなわち「問い（問題）」がもちあがったとき、はじめてそれへの応対として思考は起動す

るのだった。このとき、いったい何が問われるべき事柄として姿を現わすのかは思考にと

って決して予め明らかではないし、それどころかそもそも問いがもちあがるか否かすら定

かではない。思考が言いうるのは、おのれが動き出している以上すでに問いは到来してし

まっているということ以外ではないのだ。ということは、思考はその根本においてみずか

らのイニシアティヴを有していないということである。それだけではない。ひとたび問い

がもちあがってしまったら最後、思考はもはやそれに答えないわけにはいかない。もちろ

ん、いくら考えても正しい答えを出すことができないということはありうる。ありうるど

ころか、現にしばしばそうである。そんなとき私たちは、とにもかくにも間に合わせの答

えを出して、それでその場を凌いでいる。場合によっては「分からない」として放置して

おくことだってある。けれどもこれすら、問いに対する一つの応対なのだ。放置してもと

りあえずその場は何とかなっているからである。「分からない」ことが「分かった」という

わけだ。いよいよどうしようもなくなったときには、あらためて何らか別の対応をせざる

をえなくなるまでなのだ。 

 こう見てくると、思考はそもそもの立ち上がりにおいて受動的であるばかりでなく、答

えないわけにはいかないという点においても、問いに制約されていることが明らかになる。

今見たように「分からない」という対応も、すでにそれなりの答えになってしまうからで

ある。まるで思考は、思考すべく召喚され、問いに服しているかのようなのだ。これが「存

在」の純粋な贈与に対する思考の関係なら、それは単に負債がないという以上の関係では

ないか。何の負債もないのに、応答しないわけにはいかないのだ。では思考はその答えを、

すなわちみずからの応対を、いったい何に向けて差し出すのか。なるほどそれは問いに対

して、問題へと向けて、ではある。だが、問いが問いである以上答えを要求して熄まない

にもかかわらず、このことは決して答えや解決を予め保証してはいなかった。「なぜ」とい

う疑問が生じたからといって、必ずそれに答えがあるとはかぎらないのだ。「なぜ」という

根拠なしに、「ただ単にそうだ」ということがあってもちっともおかしくないのである。こ

こで後年のハイデガーが好んで引く、A・シレジウスの文言を想い起こしてもよい。「薔薇

はなぜということなしに咲く」のだ。 

  だが、もし事態がそのようであるなら思考には出番がないのではないか。出る余地がな

いし、仮に出てきたとしても、もはや思考は「こうすればよい」という仕方で行為を導く

ことができない以上、機能しないのではないか。一方ではその通りであり、他方ではそう

ではない。その通りであるとは、すでに見たように思考もまた、あるいは私たちの下では

すぐれて思考は、行為だったからである。それが何らかの行為に導かないかぎり、つまり

そのような仕方で具体的な行為の枢要な部分を担うのでないかぎり、確かにそれはその機

能を果たさないものとなってしまうのだ。むろん何事にも失敗はある。だが失敗したらや

り直さねばならない。そのようにして思考は機能し、かくしてそれは行為なのである。こ
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の機能を果たすために思考はどのように動いているだろうか。それは個別諸学への分化の

動向と軌を一にしていると言ってよい。できるだけ有効な、つまりは一義的で明確な答え

が得られるよう、むしろ問いを限定してゆくのだ。これは、思考をその限界の内側に向か

って可能なかぎり狭く限定することで、その限定された範囲内でより明確な、つまり行為

に直結する答えを得ようとする動向である。すなわち、思考に元来はその外部から到来し

た問いを思考可能なものの内部に引き入れ・取り込むことで答えへと導いてゆくのである。 

 では思考のもう一方の動向、すなわち形而上学においては事情はどうか。すべてをその

全体において問うこの問いは、根拠の思考の破綻を告知していた。もはや答えることので

きない問いの前に立ち尽くす哲学には、いかなる役割も残されていないのだろうか。確か

にこの思考は、何か具体的な行為に私たちを導くことがないという意味ではもはやいかな

る役割も果たさない。だが、この「いかなる役割も果たさない」ということが決定的なの

ではないか。なぜなら、このとき思考はすべてであるかに見えた世界が、存在が、その外

部に曝されている可能性を開くからだ。この可能性は、思考がもはや「何の役割も演じな

い」そのかぎりでのみ存立する。つまり思考がおのれのこの無為にひたすら耐えて立ち尽

くすときにのみ、世界の外部の可能性が思考を圧して聳え立つのである。そのとき思考は

事態を正確に「示して」いるのだ（もはや「言い当て」てはいないが）。これは「思考には

出番がない」ことの正反対ではないか。思考がみずからの限界に直面しその無能力を曝す

そのとき、おそらく思考のみが示すことのできるその外部が、思考にその影を落とすのだ。

思考のこの忍耐、すなわち思考をその外部から襲い、そのことをもって思考を立ち上がら

せ、かつ根本におけるその無能力を露呈させたまま遺棄するこの〈理解しがたい＝無意味

な外部〉におのれを曝しつづけること、このことは後期のハイデガーがしばしば口にした

「準備すること＝待つこと（Vorbereitung）」とも異なるように思われる。というのも、も

はやこの思考は何ものをも待ってはおらず、何事に対しても準備してはいないからである。

来たるべきものはすでに到来してしまっているのであり、思考はすでにそれに服してしま

っているのだから、事態のこの次元において待つことでさらに何かがやって来るわけでは

ないのだ。 

 だが思考のこの境位において、すなわちもはや何も具体的な行為へと直接に導くことの

ない無為の思考において、次のような行為の可能性が浮かび上がって来ないだろうか。も

はや何のためにでもなく、つまりみずからのためでもなければ力の発現のためでもなく、

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

に応じつつ（お望みなら「奔走しつつ」と言ってもよい。だがそれにもかかわらず、その

根本において淡々と）生きるという行為の可能性が、である。はたしてそれを行為と呼び

うるか、という疑問が呈されるだろうか。次のように答えよう。無数の細々とした、つま

りそのつどのそれなりの必要に応じた行為をなしつつも、その根底においては取り立てて

何もしないことが全体として一つの行為たりうる可能性を、すなわち思考がその外部に応

ずる少なくともその一つの仕方である可能性を、思考であるかぎりでの哲学は開いたのだ。

今「思考であるかぎりでの哲学」と述べたのは、この行為の可能性は根拠の思考が破れる

地点に思考が身を置きつづけることでしか開かれないからである。哲学の「終わり」はそ
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のまま思考の外部に接しているのであり、哲学がその「終わり」に直面しつづけることで

しか思考はその外部と関わることができないのだ。言ってみれば、思考をその外部へと橋

渡しする「梯子」は決してはずすことのできない梯子なのであり、もしそれをはずしたな

らたちどころに「外部」もまた雲散霧消してしまうような梯子なのである。思考の内と外

を繋ぐ蝶番と言ってもよい。哲学はこのような梯子、ないし蝶番たりうるのではないか。

それは行為としての思考の一つの到達点を指し示しているのではないか。些か唐突だが、

晩年の西田幾多郎が仏教哲学から借りて用いた言葉「平常底」を、行為とはもはや呼べな

いかもしれないこの行為にその仮の名として与えることで本稿を閉じよう（西田に関して

は、本稿の姉妹編とも言うべき次の論考を参照していただければ幸いである。斎藤慶典「空

と無 そして絶対  ― 西田哲学を手がかりに」、西田哲学会編『西田哲学会年報』第 4

号、2007 年 7 月刊行予定）。 

 「平常底」は一個の行為であるとともに、この世界とその「外部」に対するある構え、

あるいは「この世」が「あの世」に向かい合うある仕方である。もし「あるがまま」とい

うことを言うのであれば、それはこの次元においてはじめて可能となるに違いない。だが、

どのようであることが「あるがまま」なのかは、人がこの世界をその人なりの仕方で生き

るとき、そこにおのずから「示される」ほかない。ここでハイデガーをもち出せば、「平常

底」とはある種の「根本気分」の名なのである。この気分は、「慎み深さ」の内での「平穏

=安らぎ」のおよそ対極にあると思われる。なぜなら、それはおのれを支えてくれ・そこ

に身を寄せることのできる何ものも、もっていないからでる。いや、そもそも何かのもと

ではじめて安らうことができるという発想とは、もはや無縁なのだ。それがいかなる気分

であるかを言うのは難しいが、西田がこれをいわゆる「解脱」のようなものとは解してい

ないことだけを指摘しておこう。彼は「平常底」を「洒脱、無関心」と解することを「大

なる誤り」として斥け、それを「一歩一歩血滴々地」（一歩歩むたびに血が地面に滴り落ち

る）と表現しているのである（『西田幾多郎全集』〔新版〕第 10 巻、336 ページ、岩波書店）。 

 梯子ないし蝶番としての哲学の内実をなしているのは、思考がおのれの内に包摂し理解

しうる以上のものを孕むことによって引き裂かれ、その中心からバラバラに解体してしま

うこと、砕け散ってしまうこととしての「破裂（Durchbruch）」なのだ。この「破裂」は、

それが内側から力の充実の果てに破れたのか、それとも外側からの圧力に耐え切れずに破

れたのかがもはや定かではない事態、おそらくはその両方であるような事態である。この

事態から立ち昇る「根本気分」に「平常底」は染め上げられ、もはや両者は切り離すこと

ができないのだ。この「根本気分」に対応するドイツ語には、Grundbefindlichkeit ではなく

Grundstimmung こそがふさわしい。それは、「根拠（Grund）」との関わりを中核に宿す思考

の営みである哲学がその内を動く〈可能性の空間〉を充たすある「気分（Stimmung）」だ

からであり、しかもこの「気分」は当の可能性の空間の「底（Grund）」が抜けていること

に由来しているからである。脱落したこの「底」（Abgrund）において哲学は、世界の「外

部」におのれを曝すのだ。 

Yoshimichi SAITO 

 Ans “Ende” der Philosophie 
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「哲学の終焉」と作ることへの問い 
 

伊藤 徹（京都工芸繊維大学） 

 

 

１ 
 

 「哲学の終焉」という言葉に、私は去る６月２２日に逝去した溝口宏平氏のことを思い

出します。氏がこの言葉に触れたのは、ほかならぬマルティン・ハイデガーに憧れて思索

の世界に歩み入ったばかりの頃のこと、この言葉をタイトルに抱く講演がなされた１９６

４年、氏はまだ２０歳でした。講演を含む『思索の事柄に寄せて』は当時まだ出版されて

いなかったので、噂でしかなかったはずですが、せっかく哲学をやり始めようとしたとこ

ろだったのに、足元を掬われるような気がしたと、氏は何度か私に語ったことがあります。

この思い出に、私はいささか恥ずかしさを覚えます。というのも、氏より１０歳あまり年

下でハイデガーが没した１９７６年に『存在と時間』を読み始めた私には、この言葉はテ

クストのなかの一個の概念であるようにしか思えなかったからです。もとより私の哲学的

感性が氏のそれと比べるべくもなく乏しいものであることは、いうまでもありませんが、

その頃哲学あるいはハイデガーを学ぶ仲間のなかで、この言葉をヴィヴィッドに自分の問

題として受けとめた者がどれほどいたのだろうかとも思います。「終焉」という言葉は、ま

るで一つの流行語のように、発せられて１０年の間に自明化してしまっていたのではない

でしょうか。 

 今回のフォーラムで「哲学の終焉」を考えるよう課せられ、改めてハイデガーの思索の

努力全体とこれを考え合わせてみますと、衝撃力のそのような消失は、「終焉」が「終焉」

であることを隠蔽してしまった状態、つまり「終焉」の常態化を示しているように思えま

す。「哲学の終焉」は、ご存知のとおり「哲学」という学問や学科の単なる消滅ではありま

せん。それはハイデガーによると、「哲学」に含まれる可能性が先鋭化した形態で支配して

いる場のことですが、「形而上学」とも呼ばれてきたこの思考の根本動向である存在忘却は、

この場そのものをも忘却させてしまったのです。そうした忘却のなかでは、ハイデガーが

期待したように、「一つの端（Ende）」たるこの場を「別な端」への架橋の出発点として考

える可能性など、ほとんど皆無でありましょう。もしもフォーラムがこの言葉を課題とし

て取り上げようというのであれば、そのことは、言葉の核心をなす事柄に向けられた視線

によって、この常態化を揺るがすことも、同時に課されていると私は受けとめています。 

 私はここ数年ハイデガーから離れ、柳宗悦や岡倉覚三などをとりあげ、日本近代精神史

を土俵にして、ものを考えてきました。けれどもそのことは、今触れた「終焉」も含めて

ハイデガーが残した問題を引き受けることとまったく無縁ではありません。というのもそ

うした精神史的考察は、ひとえに作るという人間存在の根本可能性に向けられたものであ

りますが、作ること・ポイエーシスは、若きハイデガーが既に指摘していたように、西洋
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の哲学の歴史のなかで、存在の理解を規定するという仕方で、ひそかに、しかし重要な役

割を演じてきたものだからです。それゆえ私が、柳宗悦という作ることへの独自な視角を

開いた人物を扱ったとき1、民芸のもつ美的趣味への関心に導かれたわけではありませんで

した。むしろ私は日本の近代化のなかで、作ることが単なる人間の能力ではなく、存在者

が現出する仕方として、どのような働き方をし、当時の日本人をどのような運命に導いて

いったのかということを問題にしたのであり、そこからテクノロジーとは別な作ることの

可能性を探るという点も含めて、ハイデガーから学んだラインにしたがって考えてきたつ

もりです。さらにいい加えるならば、テクスト「哲学の終焉と思索の課題」においても、

ハイデガーがこの「終焉」を見たのは、科学技術という作ることの今日的形態によって造

形された世界においてでありました。いわく「哲学の終焉は、科学的技術的世界とこの世

界にふさわしい社会秩序を統御し整理することとして現われる」（SD 65）2。このようなこ

とからして、タイトルのように、作ることへの問いを「哲学の終焉」と並列させてみたわ

けであり、作ることへの視線に導かれて、今述べた「終焉」の常態化を少しでも揺るがし

てみたいわけであります。 

 もちろん講演がなされた６０年代の半ばからしますと、既に半世紀の時間が流れており、

その頃は予想だにしなかったような状況が展開しております。ハイデガーが現代世界の根

本学と規定したノーバート・ウィナーのサイバネティクスは、今は耳にすることもなく、

一種古典にさえなってしまったかにも見えます。しかしながら、ハイデガーの「哲学の終

焉」宣言は、たとえ常態化のなかにあったとしても、なおその妥当性を失っておらず、私

たち自身が生業としている「哲学」だとか「倫理学」だとかいったものも、彼のいう「終

焉」の呈をなしていると私は考えています。わかりやすい例として、私たちの「業界」で

もっとも威勢のいい「応用倫理」の例を取り挙げてみましょう。 

 振り返ってみますと生命倫理を皮切りに「応用倫理」と呼ばれる知的営みが日本におい

て本格化したのは、１９９０年頃からのことであり、またたくまに哲学に関わる多くの方々、

ことに若い研究者の皆さんがこの問題について盛んに論文を生産するようになりました。

こうした傾向はいわゆる倫理学の分野を覆い、自律性を巡る考察は、カントの読解から患

者の自己決定権についての協議へとその座を移したかの観を呈するに到り、現象学を学ん

でいた秀才がいつしかこの問題領域の専門家になっていったのを、私たちは実際目の当た

りにしたのであります。機敏な学者が主としてアメリカにおける動向を目ざとく取り上げ

て輸入したという、明治以来の日本の知識人に見られる宿命的な振る舞いは、とりあえず

                                                        
1 拙著『柳宗悦 手としての人間』、平凡社、2003 年。 
2 ハイデガーの著作は、以下の略号をもって文中に表記。  

GL:Gelassenheit, 5.Aufl., Pfullingen 1977. 

SD:Zur Sache des Denkens, 2. Aufl., Tübingen 1976. 

SZ:Sein und Zeit, 13.Aufl., Tübingen 1976. 

TK:Die Technik und die Kehre, 4. Aufl.,Pfullingen 1978. 

VA:Vorträge und Aufsätze, 4.Aufl., Pfullingen 1978. 
WM:Wegmarken, 2. Aufl., Frankfurt am Main 1978. 
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措くとしましても、生命や環境、そして情報というさまざまな場面で展開されるこの議論

が、これほどの拡がりを見せた理由は、実際の倫理的判断の場面で要求される有用性にあ

ったといってよいでしょう。私の近くにおられた或る先生は、この有用性を「現実」の名

をもって呼んでいましたが、それは従来のアカデミックな哲学や倫理学の「空想性」もし

くは「虚構性」を念頭に置かれてのことでした。のみならず、この現実的有用性は、ただ

ちに学者の生活にとっての「有用性」にも移行しうるものであり、若い学徒がこの研究に

手を染めたことに、生活の保証を求めるモティヴェーションがなかったといえば、嘘にな

りましょう。実際、大学の倫理学研究室のＯＤ残留率は、かつてない低さを示したのであ

ります。 

 ご存知の方もおられるかもしれませんが、私の友人のなかにも応用倫理の中心人物が何

人かおりますので、誤解なきよう申し上げておきたいのですが、むろんこういった事態を

嘆いたり、それに乗じた運動を非難したりするつもりは毛頭ありません。むしろ倫理学が

科学技術の支配とともに従来の倫理意識では対応できなくなった諸問題に真摯に対応しよ

うとしていることを思いますと、テクストの単なる読解に閉じこもっていることよりも、

ずっと敬意に値するとすら思っている次第です。けれども注目すべきは、こういった志向

のなかで、科学技術的世界の根本動向としての「あらゆるものの有用化」という現象がい

つしか問題にされなくなるという点であります。この世界においては、ありとあらゆるも

のが有用性において存在するようになっており、人間もこの動向から逃れることができず、

人間の営為としての倫理学もまた、応用倫理としてそうした現実のなかにおります。だが、

この「現実」なるものが、いったいなんなのか、その根本動向としての有用性とは、なん

なのか ― そのような問いは、たとえ倫理学が先に挙げた先生がおっしゃったように「現

実」を志向する学問になったとしても、いや現実的な倫理的判断の場面で有効な規則を提

出することが自明の前提として設定されていればいるほど、起こりようがないのではない

でしょうか。応用倫理は、法律学や経済学など他の社会諸科学とのコラボレーションによ

って、当該問題を巡る有効なコンセンサスの形成に努力しているわけですが、そんな場面

で、いったい有効性とはどういうことだとか、役に立つことそのものとはなんだとか、そ

ういった問題提起をする者がいたら、基本的なセンス（方向性）を欠いた者だと、私だっ

て思うでしょう。お葬式に出席していて、弔いの意義とはなんなのかといい立てるような

ものですから。しかしながら哲学の哲学たるところは、やはりそういう問いを提出すると

ころにある。お葬式の場面ではさすがにやらないにしても、ちょっと場所を変えてでも、

葬送の意味を問うところがなければならないのではないか。けれども応用倫理が社会的合

意形成の努力に進んでいくにつれて、有用性という科学技術世界の「現実性」の意味は前

提として働いたまま閑却されるのであり、この「現実性」の閑却を私たちは、現代世界の

存在への問いの忘却として、ハイデガー的な意味における思索の欠如だとみなすことがで

きるでしょう。もしも「哲学の終焉」のハイデガーの口調をここで真似るなら、哲学は応

用倫理として終焉したのであります。 

 いうまでもないことですが、私は応用倫理のみが思索の欠如を表しているなどといいた

いわけではありません。ここ１０年以上続いている大学の改革の運動など、より大規模な
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仕方での思索の欠如だといわねばならないと思っています。かつて産学協同が批判された

頃、一定のイデオロギーと結びついた仕方ではあれ、わずかに意識されていた知と有用性

との区別は、いまや官を交えて展開されているこの運動において、ほとんど忘れ去られ、

両者は完全に癒着するに到っております。私が昨年秋から所属している大学は、テクノロ

ジーの大学であり、有用性そのものを問題にしようとする者がこの大学にいるのは、さき

ほどの例でいえば、葬送の意味を問う者が葬儀屋に就職したようなものです。自分の大学

をこういうのもいささかはばかられますが、外部資金獲得があたかも大本営発表のように

高らかに喧伝される空間のなかでは、有用性そのものを問題化して考えようとする方向は

ほとんど辿りがたいわけでして、まちがって席を得た私は片隅で息を潜めて生きていこう

と思っています。もっとも私のような者をも、なんらかのかたちで有用化するほどテクノ

ロジーの支配が進んでいると、この辺りは考えるべきかもしれません。それはともかく現

代の大学もまた「哲学の終焉」のなかにあると私は考えています。 

そもそも作ることは、役立つものを作るのであり、作り出されたもの（Erzeugtes）は、

道具（Zeug）という有用な存在であります。そうだとすると作ることへの問いは、あらゆ

るものを有用化する科学技術世界の「現実性」もしくは存在を問うことにほかなりません。

したがってこの問いは、応用倫理が動いている地平、有用性という存在が自明化した地平

から、ハイデガー風にいえば「退歩（Schritt zurück）」していくかたちで、今述べてきたよ

うな思索の欠如を受けとめること、「終焉」を「終焉」として引き受けることを意図するも

のであるはずです。 

 

 

２ 
 

 けれども有用性へと問いを向けることは、哲学的思索も含めて、有用性が支配している

状況のなかで、いかにして可能なのでしょうか。有用性の外部に考察の立場を確保し、そ

こから有用性を測ろうなどという態度は、有用性の支配を生半可に受けとめていることの

証拠であり、「外部の立場」なるものは、支配を隠蔽したまま機能させている可能性がきわ

めて高いといわねばなりません。支配されているということを真剣に受けとめるならば、

私たちは有用性の連関の内部に留まりながら、有用性の問題化を経験するほかない。私の

考えでは、そのように有用性が支配しつつ、しかも問題化するような場面へと分け入って

いったのがハイデガーであり、そこへの導きとして彼が私たちに残したのがいわゆる「組

立（Gestell）」の言説でありました。以下で私は、私なりにこの言説を読み解いてみたいと

思います。 

 ハイデガーのいう技術の本質としての「組立（Gestell）」は、文字通り「立てること（Stel- 

len）」の集合態です。技術化された世界のなかで、あらゆる存在者は、人間によって「用

立て（bestellen）」られた「用象（Bestand）」として存在する。つまり存在者は、役立つも

のとして、有用性の連関の内に「立たせ」られ、この連関の内で「位置（Stelle）」を獲得

することによって初めて存在することができます。有用性という現実性は、ハイデガー自
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身いっていませんが、このような「位置」の連関として Ge-Stell と呼ぶこともできるので

はないかと思います。さらにハイデガーは、テクスト中では目的・手段の表象を排除する

叙述を行なっていますが、ここではあえてこの表象を暫定的に使ってみたいと思います。

そうすることによって、有用性としての「位置」が、当の存在者固有の「場所」ではない

ことがイメージしやすいと思うからです。つまり有用なものは手段であり、己れとは別な

ところに目的をもち、そこへと引き出され関係づけられることによって、その存在を養っ

ているといえるのでして、別なもの（目的）がなければ、己れの存在意義が保てません。

そういった意味で有用性としてのこの「位置」は、当の存在者固有の「場所」ではないと

いったわけです。 

 さらにこのことは、もっと拡げて考えてみなければなりません。なぜなら目的として誘

引するこの「別なもの」もまた、あらゆるものを「用立て」ていく世界のなかでは、やは

りまた「用象」として、つまり手段として、さらに目的となる別なものへと委ね渡されて

いくからです。従来のイメージ、あるいは技術がまだ「健全」に人間のものであった時代

（そういった時代があったとしての話ですが）のイメージでは、「用立て」の関係は、技術

の主体とみなされてきた人間に、役立つことの最終的な目的地を見出すはずです。けれど

も、技術の本質的な普遍化の動向は、人間すらも「用立て」られたものとして現出させざ

るをえません。それゆえ人間の存在もまた有用性の連関の一つの「位置」にすぎないわけ

で、『存在と時間』の場合のように「帰趨連関」としての世界を「第一次的ななんのため」

（SZ 84）としてつなぎとめることは、もはやありません（もっとも『存在と時間』におい

ても、この帰趨連関の行き着く先としての現存在の存在は、「死への存在」として可能的な

非存在に晒されているわけですから、たとえこの主著において技術が論じられていなくて

も、「組立」の発想の萌芽はあったといわねばならないでしょう）。 

 こうして見ますと、技術の本質としての「組立」は、帰趨していく中心を欠いて綿々と

続く「位置」の連鎖としてイメージすることができるのですが、辿りつく宛てのないこの

連鎖は、「用象」の存在性格、つまりこの存在者の有用性をいつのまにか空虚なものに変え

てしまっていることに気づかざるをえません。この連鎖のなかに現出する存在者は、たし

かに有用なものとしての相貌を帯びてはいます。けれども「位置」の連鎖に、最終的に行

き着く「終わり/目的」がないとしますと、個々の存在者が帯びる有用性は、あくまで暫定

的なものにすぎず、「用象」として立てられたものも、実のところ、根本的な無用性を帯び

ているといわねばなりません。つまりあらゆるものを有用化へと駆り立てていく技術的世

界は、その有用性の裏側に空洞を抱え込んでおり、そこに浮かび上がっているのは、実は

手段でも目的でもないもの、いってみれば落ち着きどころなく浮動していく不気味な存在

者たちなのです。この空洞は、『存在と時間』の道具分析が世界現象の解明のために取り上

げたような（SZ 73f.）、不具合などの非・有用性を意味するものではありませんで、用の

成り立ちの根底にあるものです。ハイデガーが目的・手段の表象を排除するのも、おそら

くこのイメージによって、こうした無底の裂け目が隠されてしまう可能性があるからだと

思います。 

このように見てまいりますと、あらゆるものを有用化していく科学技術の根本動向は、
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それ自身から己れの奥底を示すのであり、私たちはそこに現象する底なしの闇のなかにと

どまりながら、これを経験するのです。私たちはけっしてこの世界から立ち去ることはで

きません。だからもしも「終焉」のあとの思索の課題があるとすれば、それはどこかよそ

の土地から移植されうるものではなく、この闇そのものから育つものでなければならない

でしょう。もうちょっとあとでいささか立ち入って述べますが、ハイデガーは「組立」と

対立的関係にある世界、ものがものとして現われる世界としての「方域（Geviert）」をブ

レーメン講演などにおいて提出しました。それは、たしかに技術化された「終焉の場所」

とは別なところに思い描かれたユートピアのようにも見えます。でも、もし、それを牧歌

的なイメージのものとして眺めるのでしたら、そのことは「組立」の奥底の「場所」から

離れ、「位置」の連鎖が浮かぶ表層をどこかよそへさまよっていくことでしかなく、特定の

「位置」に置かれた存在者を「もっとも高くもっとも普遍的な」存在者へと鋳造すること

へとひそかに擦り寄り、結局のところ終焉した形而上学を続行するに到るのではないでし

ょうか。むしろこの「場所」を無底のままに受け取ることこそ、ハイデガーの「観入（Ein- 

blick）」が目指したところではなかったのでしょうか。「方域」を有用性の奥底に覗き込ま

れた暗闇と切り離して考えることは、少なくとも私にはできません。 

 １９５５年の講話「放下」は、故郷メスキルヒの人々の前での話ということもあって、

なるほど素朴かつ平明な印象を与える話に仕上がってはいます。けれども核となる「放下

（Gelassenheit）」となると、やはりそんな簡単なわけにはいきません。テクノロジーによ

って支配された世界における別な態度とされるこれは、技術化されたものを「私たちの日

常の世界の内に入れさせながら、同時に外に放っておく、つまり絶対的でなくそれ自身よ

り高いものへの指示をもったものとしてそのままにしておく」（GL 23）態度だといわれて

いますが、日常世界の「外」とは、あるいは「より高いもの」とは、いったいなんなので

しょうか。「より高いもの」ということで、技術の暴走に歯止めをかけてくれる神のような

導きの主体をイメージするなら、それはまちがいです。むしろそれは、今まで述べてきた

ことでいえば、「位置」の連鎖の行方知れずそのものであり、それがそのまま「位置」の連

鎖の奥底の場所を、私たち自身の居場所として指し示しているのだと、私は考えます。だ

からハイデガーは「放下」と連動した態度として「秘密への開かれ」を語っているのだと

思うのです。いわく「技術的世界の到るところで、隠された意味に触れているということ

に、ことさら、そして絶えず思いを寄せるならば、私たちは私たちにとって隠れており、

しかも隠れながら私たちのところに到来する領野の内にただちに立っているのです」（GL 

24）。技術的世界のどこにおいても私たちが触れてしまう「隠された意味」とは、やはりま

た手段・目的の連鎖が流れていくあてどない方向であり、それを辿れば「ただちに」到る

「隠された領野」とは、「あの底なしの闇」であると同時に、ハイデガーが生涯問い求めて

きた存在そのもの、あるいは「存在の真理」にほかなりません。 

 でも「哲学の終焉」と作ることを巡る本日の私の考察は、ここで終わるわけではありま

せん。退屈でしょうし、この後の懇親会で古荘さんや斎藤さんにあんなことも聞きたい、

こんなことも話したいと思っておられるでしょうが、もう少し辛抱してお付き合いいただ

きたい。さらに少し考えてみたいのは、この「終焉」において「存在の真理」という隠さ
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れた場所に辿りつくとしても、私たちがここにいかに住むべきなのか、「放下」のなかの言

葉でいえば、「物への放下と秘密への開かれ」が与えるはずの「新しい地盤（Bodenständig- 

keit）への展望」（GL 24）とは、どんなものなのかという問題で、それは例の「危険のな

かで育つ」とされた「救うもの」にもつながっていきます。 

 

 

３ 
 

「救うこと」は、たとえば「本質の内に取り込むことによって、その本質をその本来的

な輝きへともたらすこと」（TK 28） といわれていますが、ハイデガーは先にも触れた「方

域」としての世界の「性起（Ereignis）」として、これを語ろうとしました。ご存知のとお

り「天空と大地、死すべき者と神々しきものの映動」というものです。しかしながら、私

にはどうもしっくりこないところがあります。 

だいぶ前になりますが、学部時代の同期の友人がハイデガーには地中海を知らない貧し

さがあると書いているのを見かけたことがあります。当時はピンと来なかったのですが、

今となっては、ちょっと当たっているところがあるかなと思います。たとえば「方域」の

なかには、海がありません。私などは、黒潮洗うところで育ったせいか、天空とペアにな

るのは、大地などよりも海という感じです。もっとも「方域」のなかに海がないというの

は、正確ではない。大地として挙げられている Gewässer は、たしかに海も意味します。で

も川や湖も意味する Gewässer という言葉で一括してしまうところに、海の豊饒を知らない

シュヴァーベンの土地が浮かび上がってきます。そういう意味で「方域」は、普遍的言説

というよりも、ローカルなものだといわねばならないかもしれません。 

そうしたローカリティは、どうってことないことかもしれませんが、彼が論考「詩人と

して人間は住む」のなかで、ヘルダーリンの詩句を解釈しながら、神を天空と結びつけて

いるところと考え合わせてみると、ひっかかりを覚えます。どうして神の現象は、とりわ

け天空を通して起こるのでしょうか。私の感覚では、海だって神々しさを帯びることがあ

ります。沖縄の聖地において、いわば皮膚を通して感じた聖なるものの実感にも、まちが

いなく潮の香りがしていました。ハイデガー憧れの場所であるギリシアで四元の一つであ

る海は、いうまでもなくポセイドンの棲家でした。また大地も、ハデス・プルートンやデ

ーメーテールの世界、あるいはペルセポネーが往還する世界ではなかったでしょうか。そ

ういったことを考えながら「知られざる神は、天空の明らかさを通して、知られざる者と

して現象する」（VA 191）という言葉を読むと、大地や、まして海など遥か上方へと越え

た超越神のイメージが湧いてくるのです。それはヨーロッパの場合、ユダヤ・キリスト教

というもう一つの伝統を思わせずには、おかないでしょう。干潟の泥海にすら神話を見出

す極東のメンタリティを下敷きにすると、ハイデガーの「方域」の言説からは、それが帯

びるローカリティとともに、特定の伝統の色合いが滲み出てくるのです。 

 もちろん私は、神を語る際に混入してくる伝統的な枠組みの存在を、無前提的に批判し

ようなどと思ってはいません。知られざる神であれ、これを語ることは、どうあっても与
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えられた言語のなかでしかなされえないのですから、伝統の混入は不可避的な運命だとさ

えいえるのであり、自らにもふりかかっているはずの同じ運命をさておいて批判すること

の安易さを、私は知っているつもりです（だから「天空と大地」に代えて「空と海」にし

ろというわけではけっしてないのです）。しかし、そうであればこそ、神の現象の場所とし

てことさら天空を指定することに、同じこの運命へのハイデガー自身の無自覚が見えてく

る気がするのです。もしもそうだとすると、ことはただハイデガーもまた伝統の神を呼び

出してしまったというだけではすみません。なぜなら、伝統という既知のものに立脚して

神を語るという、このことは、ハイデガー自身この魅力的な論考で語ろうとしたもっと重

要かつ決定的な方向と相反することになるからです。すなわち彼は、「既知のものの助けを

借りて、知られざるものを歩測する」（VA 193） という通常の「尺度」理解を批判的に逆

転したところで、まったく別な「尺度」のイメージを展開しようとしていました。 

 いささか型にはまりすぎているように思える「方域」の言説を、私は作ることとつなげ

つつ、崩して読みたいと思います。おそらくヘルダーリンからやってきたこの区別のなか

に置かれた天空も大地も、私にいわせれば、ともに人間が作りつつ住むことに先立って存

在するもの、そういう意味では「作られざるもの」を指しています。テクストで天空とい

う語のもとに挙げられている太陽や月の運行、星の輝きや季節の変化も、大地として指し

示される海（Gewässer）や岩、植物や動物も、作るという働きに先立って存在しているも

のにほかなりません。もちろんそれらは広い意味での作るという振る舞いのなかに取り込

まれており、そうでなければ人間に出会われることもありません。でも、だからといって

それらが作られたものに尽きることはけっしてなく、同時期の論考「建てる・住む・思索

する」で挙げられるシュヴァルツヴァルトの農家が示しているように（VA 155）、屋根と

いう作りものは、雪の重みという作られざるものが宿ることなしには、生まれてこないの

です。なるほど植物や動物の場合、いまやクローンというかたちで人間の作りものになっ

ているかのような観があり、まったくの人工物のようにイメージされてさえいます。でも

それはいってみれば大変不遜な話で、クローン動物であろうとも、人間が無から作り上げ

たものではないかぎり、作ることに先立つものを必然的に前提しているといわねばなりま

せん。たとえ作られたとしても、作ること、用立てることとは無関係に、なにかが顔を覗

かせている。私が「方域」としてイメージするのは、先に述べた「組立」の底に裂け目と

して現われた存在の深淵の場所に、作られざるものが作られざるものとして現出する、そ

んな経験のことなのです。だから、たとえクローンのように「組立」の内にほとんど取り

込またものであったとしても、与えられた「位置」の空疎化を通して、奥底の深淵の場所

の内に差し戻されて、作られざるものとしての光を放つことがありうる。そしてこの光、

すなわち作られないことそのものこそ、作り手たる人間にとって達することのできない彼

方を指し示すこととして、「神々しさ」ではないでしょうか。私などは、この「神々しさ」

の背後に、その源泉としての人格神を考えることはできません。それは己れの背後をどこ

までも知られないもの、名前を欠いたもののままにとどまるでしょう。そのように「神々

しさ」をイメージするなら、それは、技術化された世界のただなかにおいてもありうるの

ではないでしょうか。かつて李禹煥は「今日のテクノロジーという、事物自身の論理のレ
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ールを通って現われたプラスティックの板切れ一枚でさえ」、すなわち「天空」どころかい

わゆる「人工物」でさえ、「人間の手垢一つ受けつけようとしない自発性」（李禹煥『出会

いを求めて』、田畑書店、１９７１年、１０１頁）を帯びると語りましたが、同じ光は、人

間の用を極めたような造形物、たとえばモダニズム建築のコンクリートの壁面にも宿りう

るものだと思うのです。「方域」を形づくる四者の内、残ったのは「死すべき者たち」です

が、作り手としての己れの力の限界に触れ、作られざるものの現出の場所に開かれた人間

のあり方を指す言葉として、またこの開かれをハイデガーのいう「死を死としてよくする

こと（Tod als Tod vermögen）」が意味するところとして、読んでみたいというのが私の解釈

です。 

 「方域」という世界の性起として語られた「救うこと」とは、作られざるものが「神々

しさ」を宿しつつ現出する場所、作ることに先立つ存在の場所に、作り手としての死すべ

き者が守られることです。ならば作り手は、そこにどうやって確固とした土地を見出しう

るのでしょうか。「詩人として人間は住む」のハイデガーのいう「尺度」は、先にも触れた

ように、通常の「尺度」理解の対極にあるものですが、神というこの「尺度」は、けっし

て知られないものにとどまります。知られざるものによって知られたものを「測る」とい

う「奇妙」な発想によって、ハイデガーは、少なくとも通常考えられる解釈学から離れた

地点に立っています。でもそれはそれとして、知られざるものである「尺度」は、確固た

る地盤のイメージとはほど遠いものであるわけで、どうしてそんなものが「尺度」という

名に値するもの、人が己れの生を定めるよすがとなりうるのでしょうか。 

 もっとも、既知のものが本当の意味で尺度となるのかというと、それも疑わしい。私は

冒頭で応用倫理的な思考を哲学の「終焉」を示す思索の欠如の例として挙げました。応用
、、

倫理というその名がはしなくも示しているように、この思考は、現代の人間の生を取り巻

く問題に対して、コンセンサスという名の一定の基準を既に了解済みのもの、知られたも

のとして製作し、この基準を適用して、知られないものをコントロール下にもたらそうと

する働きだといっていいでしょう。しかしながら知られたものとしての基準は、たとえば

死のような知られないものの根本的な不可知性を隠蔽してしまいます3。こうして作り出さ

れた基準は、そういう意味で欺瞞性をその底に隠しており、そのことは基準の根拠として

もちだされる自律性や社会的合意といった概念の胡散臭さに表われていると思うのです。

当の問題に差し迫られた人間にとって、そのような基準には結局はどうでもいいことが約

束事として定められているだけで、本当に重要な事柄は飛び去ってしまっているのです。

その事柄とは、断じて規則になりえないもの、規則とは別な次元に属す事柄です。 

でも、だからといって、知られざるもの、したがって作られざるものは、どのようにし

て人間の生に決定的なかたちを刻印するのでしょうか。なるほどそれは、まれな出来事で

しょう。人間の大概の行動は、作られた規則や習慣にしたがって動いていく。しかしなが

                                                        
3 当日ご指摘いただいたように、私もずいぶん前に生命倫理に関して考えたことがありますが、そ

こで示したかった可能性は、まさに死の不可知性を不可知性のままに保つことでした（拙論「脳死

と臓器移植」、『生命倫理の現在』、加茂直樹・塚崎智編、世界思想社、1989 年 、221-237 頁を参照

していただければと思います）。 
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らそのような行動の連なりのなかにも、別な次元のものが出現して、この連鎖の色合いを

まったく変えてしまうことはあります。そのような稀な場面を造形して見せたものとして、

私は夏目漱石の諸作品に宿っている暗闇を挙げて、本日の話を閉じたいと思います4。それ

は戦後まもなく若き評論家・江藤淳が漱石の「生の暗部」として指摘したもので、『倫敦塔』

『薤露行』などを含む『漾虚集』を始め、彼の作品のそこここに露呈しているものです。

江藤は、それを結局歴史的文脈から解き放つことができませんでしたが、近代化とその黄

昏をヴィクトリア女王の死とともに、ロンドンの煤煙のなかで、いち早く体験していたこ

の男の「暗部」は、２０歳ほどの年齢差を越えて、ハイデガーが技術の本質の底に見出し

ていくことになる深淵と通底しているというのが、私の考えです。もっともそれについて

の詳細は、別稿に譲るとして、ここでは、だれしも馴染みの作品『こころ』における「先

生」の「寂しさ」を取り上げ、知られざるものが生に決定的なかたちを与えるところを見

ておきたいと思います。 

「先生」は友人Ｋを出し抜いて静を妻とし、Ｋを自殺に追いやった苦悩から、自身もま

た自殺へと向かっていく ― これが通常思い描かれる小説のプロットですが、「先生」の自

殺の原因は、そしてまたおそらくＫの自殺のそれも、根本的には裏切りという人間関係を

定める道徳律への違反とは別な次元の事柄です。そのことは、次の引用を見れば、明らか

です。 

 

「私はＫの死因を繰り返し繰り返し考えたのです。その当座は頭がただ恋の一字で支配さ

れていた所為でもありましょうが、私の観察は寧ろ簡単でしかも直線的でした。Ｋは正し

く失恋のために死んだものとすぐ極めてしまったのです。しかし段々落ち付いた気分で、

同じ現象に向かって見ると、そう容易くは解決が着かないように思われて来ました。現実

と理想との衝突、 ― それでもまだ不充分でした。私は仕舞にＫが私のように寂しくって

仕方がなくなった結果、急に処決したのではなかろうかと疑い出しました。そうして又慄

としたのです」（夏目漱石『漱石全集』、第 6 巻、岩波書店、1966 年、280 頁）。 

 

「先生」の探求は「失恋」や「現実と理想との衝突」への「直線的」もしくは「不充分」

な理由づけを通り抜け、「寂しさ」という「原因」に到りついて慄然とするのですが、これ

こそ、死すべき者の存在の「寂しさ」、もはやそれ以上語ることができない暗闇にほかなり

ません。ともすると私たちはこの事柄を、人間関係の規則としての道徳や理想へと向かう

                                                        
4 フォーラム会場で、作られざるものがあるというだけで、現実の倫理的判断の場面でいかなる意

味があるのかという趣旨のご質問をいただき、私は、そのことが具体的な判断の是非に対して、お

よそなんらかの有効な根拠を与えるものではないと答えました。求められるような意味もまた、広

い意味での有用性であり、有用性以前のものの出現は、当然のことながら、判断の是非の根拠とは

なりえないのであり、それを求めること自体、ものの出現という出来事を再度有用性の意味地平へ

と引き上げることになると考えたからです。ただし作られざるものの出現が人間の生のあり方を変

えていくということは、ありうることであって、それを示そうと思い、夏目漱石を引き合いに出し

たのでした。しかし時間配分への無配慮の故に、用意していた原稿の最後の部分をはしっょってし

まう結果になり、考えているところを十分お伝えすることができませんでした。ここに全文を掲載

させていただくとともに、ご質問していただいた方ならびに参加された方々に私のだらしなさをお

詫びしたいと思います。 
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意思の自律のかたち、あるいは乃木希典の殉死に象徴された没落しゆく「明治の精神」と

いった神話のなかに接収したがるでしょう。だが、どんな神話であれ、そこにけっして届

くことはないのです。なぜなら、それは無なのですから。だがこの無という事柄を前にし

たとき私たちは、「先生」だけでなく、およそこの小説を読む私たち読者自身にも通ずる暗

闇として、これを受けとめて慄然とし、いわゆる倫理的規範など超えたその場所から、規

範そのものの限界を知るのではないでしょうか。少なくとも「先生」の生き方は、この底

知れぬ場所においてかたちづくられています。この場所から見れば、いわゆる倫理委員会

が提出する規則など、いつでも変更可能であり、ということは、いつでも逸脱可能な、し

かもその逸脱を正当化できる代物だといわねばなりません。こうして知られざるものは、

知られたものを限界づけるのです。 

知られたものとしての規則は、人間によって操作可能な作りものの世界、力の世界に属

しており、それゆえ力によって破砕されうるものです。人間だけの世界に着目すれば、破

砕は人間の力の誇示であり、「勲し（Verdienst）」の一つだともいえるでしょうが、この破

砕は知られざる存在の闇を垣間見せ、誇示どころか人を慄然とさせ、その生に決定的なか

たちを与えるのです。漱石が造形した「慄っとする」というこの感情は、規則がその一枚

裏に知られざる闇をもち、その闇によって支えられていることの証ではないでしょうか。

もちろんその支えは形而上学的な根拠づけではありませんが、この闇がなければ、規則は

ただの人間の作り物となってしまうように思えるからです。もしもそうならば、規則がも

つ拘束力の由来をこの闇の内に尋ねることも可能かもしれません。ハイデガーは『フマニ

スムス書簡』において「倫理学」という名称を「エートスという言葉の根本的な意味」に

引き戻しつつ、「脱自していくものとしての人間の原初的な境域としての存在の真理を思索

するような思索」こそが「根源的な倫理」（WM 353）だと述べました。私たちが作りうる

ものは、所詮有限なものであり、どんな精密な規則であれ、裏切ることができます。しか

しながら裏切りの刹那、私たちは「存在の真理」という無底の場所に現前する存在者に面

して畏れを抱きます。「畏れ（Scheu）」は、人間が住まう場所を明け開き、かたちを与える 

― ハイデガーは『形而上学とは何か』の後書きでそういっています（Vgl. WM 305）。私

たちは、そうしたかたちに沿って、規則を含むはかない作りものを、だが人間の力の達し

ない深淵に開かれたものとして、作り続ける。「勲しは多けれど、人間は詩人として大地に

住む」というヘルダーリンのあの詩句を受けて、ハイデガーが詩作として考えていたのも、

そのようなポイエーシスのことなのではないかと、私は考えたりするのです。 

 

Toru ITO 
»Das Ende der Philosophie« und die Frage nach der Herstellung 
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理性とは何の謂いか 
 ― ニーチェとハイデガーを繋ぐ導きの問い ―  

 

児玉 斗（グライフスヴァルト大学） 
 

 

序 
 

  当ハイデガー・フォーラムの記念すべき第一回大会たる今回の統一テーマは、「哲学の終

りと思索の課題」である。この表題を持つハイデガーの講演では、表題どおりに、サイバ

ネティックスを代表とする科学技術とその中での哲学の終りが論じられる。この論の終り

方において、ハイデガーは、少々唐突に、ここまで述べてきたことは根拠なき神秘論では

ないか、理性を否定する非合理主義ではないか、と自らに投げつけられるかもしれない非

難を問うている。そしてそれに対して、「私は問い返す、ratio、ヌース、ノエイン、Vernehmen

とは何の謂いか」1。奇妙な問いである。挙げられている四つの語の内、「ratio」は直前で

言われた「理性〔Ratio〕」や「非合理主義〔Irrationalismus〕」なので、挙げられるのは自明

である。そして同じ理性系の語として、「ヌース」と「ノエイン」が続くのも、さほど目を

惹くものではない。だが、最も普通な「Vernunft」という語が挙げられず、代わりにその

動詞「Vernehmen」が挙げられる。この講演の中では先に「哲学は慥かに理性〔Vernunft〕

の光について語る」2と言われて「Vernunft」も既に触れられているので、ここで「問い返」

されてもおかしくはない。しかし挙げられたのは「Vernehmen」という語であった。「理性」

を問いに付すに当り、何故に「Vernunft」を問うのではなく、「Vernehmen」で問うたのか。 

  ところで、ハイデガーが「理性」を問いに付す、とくると想い起されるのが、『杣径』所

収の論稿「ニーチェの言葉「神は死んだ」」の最後の一文である。そこではこう言われる。 

 

数世紀来賞讃された理性が思索の最も頑固な敵手であることを経験したとき、そのと

きようやく思索が始まる。3 

 

  しかしこの論稿では、「理性」が問われていたわけではない。表題にある「神は死んだ」

というあの言葉が最初に述べられた『悦ばしき知識』１２５番を手がかりに、ハイデガー

がニーチェの根本語と目する五つの語4が順に問われていく。そしてその最後に、突然に、

この一文が置かれたのであった。何故、ニーチェ論の最後で「理性」が問われることにな

                                                        
1 M.Heidegger, „Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens“, in Zur Sache des Denkens, 
Tübingen, 42000, S.79.  なお、以下、本稿での引用に当っては、文字飾りを一切無視する。 
2 Ebd., S.73. 
3 M.Heidegger, „Nietzsches Wort »Gott ist tot«“, in Holzwege （Gesamtausgabe Bd.5）, Frankfurt/M., 1977, 
S.267. 以下では慣例に従い Gesammtausgabe は GA と略記される。 
4 Vgl. M. Heidegger, Nietzsche II, Stuttgart, 61998, S.233, 385. 以下では II と略記し、頁を付す。 
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ったのだろうか。「理性」を問いに付すなら、カントやヘーゲルについての論において行っ

た方が遥かに似つかわしいのではないか。そして何より、「理性」が「敵手」だということ

は、「終りと課題」講演での、理性を否定する非合理主義ではないのか、との自問への、既

なる答えなのではないか。 

 

 

１ ニーチェの理性批判 
 

  ニーチェというと、理性を批判し、非理性的なものを、例えばディオニュソス的陶酔の

ようなものを、称揚したという受け止められ方をすることが多い。確かに初期においては

ニーチェはそう考えていた。理性と直観（Intuition）5とを対置し、直観を称揚していたの

である。ヘラクレイトスを称賛し、パルメニデスを非難する6のもその点からである。また、

「直観的人間」が「理性的人間」よりも力を持てば、「文化を作り上げ、そして生に対する

芸術の支配を基礎づける」7ことが可能になると、『悲劇の誕生』の中心命題「審美的現象

としてのみ生存〔Dasein〕と世界とは永遠に是認される」8を展開しもするのであった。こ

の理性と直観との対置は、ショーペンハウアーに倣ったものである9。但しショーペンハウ

アーにとっては直観（これをショーペンハウアーは悟性によって生み出されたものと解す

る10）は動物も持っている能力であって、人間はさらに理性を長所として持つ、という区

別を樹てているので、ニーチェがショーペンハウアーの図式をそのまま引き継いだわけで

はない。まして、ニーチェは理性と悟性との区別には殆ど重きを置かないのである。 

  しかし、中期の開始と共に、即ち『人間的、余りにも人間的』以降、ニーチェは理性と

直観との対立図式を放棄する。もはや直観は重視されない。直観（Anschauung）は術語で

はなくなり、それどころか直観（Intuition）は揶揄の対象とまでなるのである11。反対に理

性が讃えられることになる。『人間的、余りにも人間的』巻頭には、デカルトの『方法序説』

                                                        
5 ニーチェはこの„Intuition“という語を„Anschauung“とほぼ同義で用いている。例えば『悲劇の誕生』

冒頭を、芸術の発展がアポロン的なものとディオニュソス的なものとの二重性に結びついていると

いうことを、「単に論理的な洞察にまでのみならず、直観〔Anschauung〕の直接的な確実性にまで至

らしめたならば」、審美的学問のために得るところ大である、と説き起こしているように（F. Nietzsche, 
Die Geburt der Tragödie in Kritische Studienausgabe Bd.1, Berlin, New York, 21988, S.25）。以下では慣例

に従い Kritische Studienausgabe は KSA と略記される。 
6 F. Nietzsche, „Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen“, in KSA 1, S.822f.と S.835f. 
7 F. Nietzsche, „Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne“, in KSA 1, S.889. 
8 F. Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, in KSA 1, S.47, s.a. S.152. 
9 A. Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung. Erster Band, Frankfurt/M., Leipzig, 1996, S.35ff.; 
s.a. S.637. 
10 「悟性は、その唯一の単純な機能によって、意味のない鈍い感覚を、一撃で直観〔Anschauung〕
に変える」（ショーペンハウアーにとっては Intuition と Anschauung とは言い換えの語でしかない）。
Schopenhauer, a.a.O. S.42 
11 Vgl. F. Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geirster. Erster Band., in KSA 2, 
Nr.162 （以下では MAM と略記される）; ders.,Vermischte Meinungen und Sprüche. Menschliches, Allzu- 
menschliches. Ein Buch für freie Geirster. Zweiter Band. in KSA 2, Nr.319 （以下では VMS と略記され

る）; ders., Morgenröthe. Gedanken über die moralischen Vorurtheile, in KSA 3, Nr.544, 550. 
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の一節が、モットーのように掲げられていた12。中に曰く、「私の理性を形成する」。以下、

同書において、またそれ以降も、ニーチェは「理性の誤謬」を暴き出していくことになる。

誤謬を正して本来の理性に帰れ、という訣である。本来の理性、とはどのようなものか。

ニーチェの考えでは、それは感覚から切り離し得ないものである。初期においても既にパ

ルメニデス批判の中で述べている、「感官と、抽象を思索する能力、即ち理性とを、恰もこ

の両者が徹底的に隔てられた能力であるかのように峻別することによって、彼〔パルメニ

デス〕は知性そのものを粉砕し、「精神」と「肉体」とのあの全く誤った分離を奨励したの

であって、この分離が、特にプラトン以降、呪詛のように哲学に降りかかっている」13、

と。この分離を再び融合することが、ニーチェの思索の根柢にある。『人間的、余りにも人

間的』の第一アフォリズムの標題がこの融合を端的に謂う、「概念と感覚との化学」と。『ツ

ァラトゥストラかく語りき』の有名な「身体の理性」14はまさにこれを言い換えたもので

ある。『偶像の黄昏』においてゲーテを論ずる中でこう述べている。 

 

彼〔ゲーテ〕は自分を生から剥ぎ取らなかった、彼は自分を生の内へと置き入れた。

彼は気後れしたことがなく、出来る限り多くを引き受け、担い、取り入れた。彼が欲

したもの、それは全体性〔Totalität〕であった。彼は、理性、感性、感情、意志がばら

ばらであることと戦った（ ― このようなばらばらは、ゲーテの対蹠人カントによっ

て極めて威嚇的なスコラ学の内で説かれた）。彼は自分を全体性〔Ganzheit〕へと鍛錬

した、彼は自分を創造した。15 

 

  これは何もゲーテを解説しただけのことではない。まさにニーチェ自身も同じく戦って

いたことである。だからこそこの節の最後に、この戦いからゲーテが構想した人間を自分

は「ディオニュソス」と名づけた、とニーチェは記している。理性を、理性だけ剥ぎ取る

のではなく、感性や感情、意志、さらにはニーチェが随処で挙げるとおり衝動や衝迫、本

能など様々な言葉で言われる身体や身体的なものと一体として考えてこそ、本来の姿の理

性が取り戻される、このとき理性は「再興された理性」16となる、という訣である。 

  では何故ニーチェは、理性が、従来のように感性や感情から切り離された「理性」であ

ってはならないと言うのであろうか。それは、「理想主義〔Idealismus〕」へ陥るからである。

既に初期から「理想主義」への反対はニーチェの思索の根柢に存している。つまり、理性

を感覚や感性から切り離すことで、この世界やこの現実とは別の世界、彼岸を打ち樹てる

ことになり、これはこの世界の是認というニーチェの目論見に真っ向から反するからであ

る。そして初期においては同時代の教養主義文化の脆弱さを攻撃していたのであるが、『人

                                                        
12 MAM, S.11. なおこのモットーは再版に際して、序文と置き換えられた。なおこのモットーにつ

いては以下参照、Robert A. Rethy, “The Descartes Motto to the first edition of Menschliches, Allzumensch- 
liches”, in Nietzsche-Studien, 5（1976）, S.289ff. 
13 F. Nietzsche, „Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen“, in KSA 1, S.843. 
14 F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra （KSA 4）, S.39ff.  
15 F. Nietzsche, Götzen-Dämmerung （KSA 6）, S.151. 以下では GD と略される。 
16 GD S.89. 
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間的、余りにも人間的』において焦点が形而上学に対する攻撃17へと移る（無論、同時代

の教養主義文化に対する批判が放棄されたわけではない）。形而上学ということでニーチェ

が理解しているのは、まさに、この世界ならざる別の世界、「灰色の、寒々とした、無限の、

霧と影とを伴った背後世界」18である。またこの語「理想主義〔Idealismus〕」が示してい

るとおり、プラトンがその元凶と目されることになる。つまり、「理想主義」、「形而上学」、

「プラトン主義」、「背後世界論」、これらはみな同じものを指している。有名な定式が「キ

リスト教は「大衆」向きのプラトン主義である」19と言うように、「キリスト教」もまた同

じ事柄である。そして、このような思索の中で、この世界が否定され別の世界が肯定され

ているという点から、道徳の問題に着目し、『曙光』以降「道徳に対する戦い」20を続ける

ことになる。勿論、この世界の否定という考え方は、ペシミズムとしてデカダンとして、

そしてニヒリズムとして、ニーチェによって一貫して様々に批判され続ける。そして別の

世界への希求たる「理想主義」へのこの批判から、「別様にありたい」という願望への批判

が導き出されて、後に「運命愛」21という定式に結実されることになる。これら諸々の一

切は、「理想主義」に由来するというのが、ニーチェの考えであり、この「理想主義」は「理

性」を「身体」から切り離したことがそもそもの間違いであった、というのであった。 

  そして、単に理性を感性から切り離すことを批判するのみならず、そもそも人間を動物

から切り離して考えることをも批判するのである。「人間性〔Humanität〕について語られ

る場合、人間を自然から切り離し、特徴づけるものがあるだろう、という表象が根柢にあ

る。しかしそのような切り離しは実は存在しない」22とは、『悲劇の誕生』に並行して為さ

れていた研究からの小論「ホメロスの技競べ」の冒頭の一文である。そして『反キリスト

者』では曰く、「我々は学び直してしまった。我々はあらゆる点で一層謙虚になっている。

我々は人間を、もはや「精神」から、「神性」から、導き出しはしない、我々は人間を動物

の内へ置き戻した」23。人間を動物から切り離すような試みに対してニーチェは一貫して、

その融合を、「化学」を、言うのである。 

 

 

２ 「理性的動物」批判 
 

  本稿冒頭に挙げた「ニーチェの言葉」論稿の、理性が敵手だという一文は、「animal 

rationale」24という人間の本質の規定との関連から、導き出された。即ち、『悦ばしき知識』

                                                        
17 MAM. 特に第一章。 
18 VMS Nr.17 
19 F. Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft, in KSA 5, S.12.  
20 F. Nietzsche, Ecce homo. Wie man wird, was man ist, in KSA 6, S.329.  
21 F. Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, in KSA 3, Nr.276; ders., Ecce homo, in KSA 6, S.297, 363 他。 
22 F. Nietzsche, „Homer’s Wettkampf“ in Fünf Vorreden zu fünf ungeschriebenen Büchern, in KSA 1, S.783. 
23 F. Nietzsche, Der Antichrist, in KSA 6, Nr.14 S.180. 
24 なおニーチェ自身は「animal rationale」という語を一度も使用していない。人間の規定として理

性を具えた動物という面を強調することも殆どない。初期の未完論文「道徳外の意味における真理

と虚偽について」の一箇所（KSA 1, S.881）と、『曙光』の二箇所（KSA 3, Nr.34, 544）とを差し当っ

ては指摘できる程度のものである。これらの箇所にしたところで従来の人間の本質が理性にあると
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１２５番で「神の死」を告げた狂人が狂人である所以は、理性的動物たる他の人からずれ

ている点にある、しかしずれているけれどもやはり理性的動物たちの中へ入っている。彼

は神へ呼ばいつつ神を捜すのだが、他の人々は聞く耳を持たない。しかし彼は思索者なの

ではないか、深淵から響いて来る彼の声を、我々の思索の耳はまだ聞いていない、これを

聞くためには理性が敵手だと経験しなければならない、という文脈である。 

  ハイデガーが「理性」を取り挙げるのは、他のどの著作におけるよりも『ニーチェ』に

おいて著しく多い25。それも第一巻の「認識としての権力への意志」章から後、盛んに論

じ続けられていく。 

  ハイデガーは、ニーチェの考えには反対している。「真理と存在との本質、そして存在へ

の関与が人間の本質を規定するということを、またそれが如何にしてかということを、従

って動物性も理性性〔Vernünftigkeit〕も、あるいは身体や魂、精神も、それらを併せても、

人間の本質を元初的に把握するには不充分であるということ、こういうことについて形而

上学は何一つ気づかず、また何一つ気づくことが出来ない」26、と。つまり、感性や感覚

から切り離されてしまっていた理性を、再びそれらとの全体性に戻すことで、理性の再興

が図れるとは、考えていないのである。ところでここでハイデガーが「形而上学」という

語を持ち出していることから分るとおり、彼が「理性」や「animal rationale」を論ずるの

は、形而上学批判の文脈でのことである（だから『ニーチェ』第一巻の終りから「理性」

が盛んに文面に登場するのである）。今の引用の少し前では、そこまでの、近世形而上学に

おける主体性についての論述から、「人間は animal rationale であるという従来的な、即ち

形而上学的な解釈によっては、人間の本質は決して充分に根源的に規定されたことはあり

得ない」27という命題が導き出される。つまり人間の本質規定をやり直すべきだというの

である。 

  ハイデガーは何故に人間の定義の捉えなおしが必要だと考えるのであろうか28。それは

一連のニーチェとの対決を通じて形而上学の克服ということに行き着き、その結果として

新たな人間のタイプというものが求められていると看て取ることにある。 

 
                                                                                                                                                                   
強く打ち出しているわけではない。理性を切り離して考えるべきではない、という彼にとっては当

然のことであろう。 
25 Vgl. H. Feick （neu bearbeitete Auflage von S. Ziegler）, Index zu Heideggers ›Sein und Zeit‹, Tübingen, 
1961, 41991, S.97f.『ニーチェ』の頁付けは初版に従っているので、現行の第６版のそれとは違う。

また、このインデックスに記載されていない箇所も散見される。 
26 II, S.173. この箇所の直前にはこう言われていた。「animal rationale としての人間という西洋でお

馴染みの解釈においては、人間は予め animalia やゾーア、生き物の圏域〔Umkreis〕において経験さ

れる。それから、そのように前に来る存在者に対して、単なる動物の動物性に対する人間の動物性

の特徴づけと区別の標識として ratio が、即ちロゴスが、与えられる。確かにロゴスの内には存在者

への関与が存しており、そのことを我々はロゴスとカテーゴリアとの連関から見て取る。しかしこ

の関与は、それ自身としては通用しない。寧ろロゴスは、動物が「理性なき」生き物に留まるのに

対して、「人間」という生き物により高くより広い認識を可能にする一つの能力として把握されてい

る」。 
27 II, S.172; ders., „Einleitung zu »Was ist metaphysik?«“ in Wegmarken （GA 9）, Frankfurt/M., 1976, 
S.367: 「人間が animal rationale に留まる限りは、人間は animal metaphysicum である」。 
28 Vgl. M. Heidegger, Einführung in die Metaphysik, Tübingen, 61998, S.107, 156. 以下本書は EiM と略記

される。 
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今や、ニーチェが既に形而上学的に認識していたことが、明かになる。即ち、近世の

「機械的経済学」、つまり、全ての行為と計画とを機械的に適せて計算し尽くすという

ことが、その無制約的な形態において、従来の人間を超え出る全く新たな人間という

もの〔Menschentum〕を要求している、ということである。〔……〕無制約的な「機械

的経済学」はニーチェの形而上学の意味においてただ超‐人だけに適い、そして逆に

超‐人は、大地の無制約的な支配の整備のために、あの機械的経済学を必要とするの

である。29 

 

  このテクノクラートとしての「超人」は、三年後には「没人〔Untermensch〕」と「共属

し」30て「指導者」となる。「指導者」とはいっても、この「指導者」は「基準賦与的軍需

労働者〔der maßgebende Rüstungsarbeiter〕」、つまりは「労働者」である。後にはさらにテ

クノクラートは「最後の人間」となり、「超人」はその「最後の人間」を超え出る者として

位置づけられることになる31。 

 

 

３ 表象する形而上学への批判 
 

  さて、ハイデガーが「理性的人間」という定義が不充分であるとした理由は、それが形

而上学的である点であった。何故に形而上学が批判されるのか。デカルトにより、真理が

確実性になったこと、この時ギリシア語のヒュポケイメノンやその羅訳 subiectum が、そ

れまでとは替わって人間の「主体／主観」を言うようになり、同時にそれ以外を「客体／

客観」と見なすようになったこと、これはハイデガーが随処で述べることである。そして

その中で近世に特徴的なこととして強調されるのが、表象作用である。周知のとおり、「表

象する〔vorstellen〕」は、「前に〔vor〕立てる〔stellen〕」ことである。それもただ単に前

に立てるというだけの話ではない。『ニーチェ』第二巻でハイデガーは、デカルトがあの命

題「ego cogito （ergo） sum」に使われている語「cogitare」を重要な何箇所かで「percipere」

                                                        
29 II, S.146f.; s.a. S.162. ここで言われる「機械的経済学」が、後に「サイバネティックス」という名

称で謂われるものであることは明かである。ノーバート・ウィナーの『サイバネティックス』の出

版は１９４８年である。ハイデガーは早くも、４９年の「ヒューマニズムについての書簡」（４６年

発送）の単行本化に当り、脚註においてこの名称を取り入れている（GA 9, S.341）。なおミュラー＝

ラウターは、このようなテクノクラートとしての超人を、ボイムラーの英雄的ゲルマン主義の代表

者としての超人と対照させている。W. Müller-Lauter, Heidegger und Nietzsche. Nietzsche-Interpretation 
III, Berlin, New York, 2000, S.103. 
30 M. Heidegger, „Überwindung der Metaphysik“ in Vorträge und Aufsätze （GA 7）, Frankfurt/M., 2000, 
S.90.（以下本書は VAと略記される）。この箇所だけで唐突に言われることなので些か把握し難いが、

「超人ということ〔Übermenschentum〕の制約なき権能に没人ということ〔Untermenschentum〕の完

全な解放が対応している」ことと説明され、「動物性の衝動と人間性の ratio とは同一になる」と、

ニーチェの「化学」に近いことが言われている（Ebd., S.93）。３６年から４６年までのメモから成

る「形而上学の克服」だが、この断章にはこの年に化学者クーンがゲーテ賞を受賞したことが記さ

れているので、４２年のメモだと分る。 
31 M. Heidegger, Was heißt denken?, Tübingen, 51997, S.69f.（以下本書は WhD と略記される）。Vgl. 
Müller-Lauter, a.a.O., S.112-118, bes., S.118. 
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という語で言い換えている、という点に注目する。デカルトがこのような言い換えをした

のは、何故か。 

 

デカルトが cogitatio と cogitare とを perceptio と percipere として捉える時、cogitare に

は或るものを自分に‐向けて‐齎すこと〔das Auf-sich-zu-bringen von etwas〕が属する

ということを強調しようとしている。cogitare は、表‐象可能なものを、自分に‐向け

て‐立て‐渡すということ〔ein Sich-zu-stellen〕である。この立て‐渡すことには、何

か基準になるものが横たわっている。即ち表‐象されたものは、一般的に前に‐与え

られているだけではなく、裁量し得るものとして立て‐渡されているのだということ

を示す特徴の必然性が横たわっている。従って或るものが人間に立て‐渡され、表象

されて ― cogitatum ― いるのは、人間が自分の裁量の利く圏域で、いつでも一義的

に、熟思〔懸念〕や疑惑なしに自分から支配し得るものとしてそのものが彼に確定さ

れ保証されているときにのみ起るのである。32 

 

  誤解を招き易い言い方ではあるが、と留保を付けつつ、ハイデガーはこのような人間の

「表象作用」を「「自己」表象すること」33と呼ぶ。 

 

しかしとりわけ我々は、デカルトにとって、表象の本質が、表象されたものを自分に

向けて立てることに重点を移したことを、確認しなければならない。その際、表象す

る人間は、何が立てられたもの立ち続けるものとして認められ得るかまたそれを許さ

れるかを、いつもどこででも自分から決定するのである。34 

 

  この「自分から決定する」という「主体／主観」の強調こそが、ハイデガーが西洋近世

形而上学の特徴と看て取った事柄である。差し当ってはハイデガーは、啓示の真理や教会

の教義からではなく、「自分自身からそして自分の能力でもって開始する」35という点を、

中世に対する近世の新しさと捉えるのである。 

  このような「主体／主観」の形而上学は、価値思想が隅々まで行き亘ったニーチェの「権

力への意志の形而上学」36において完了した、とハイデガーは見る37。ハイデガーは、「ニ

                                                        
32 II, S.134. 
33 II, S.135. なおこの表象作用は、前年のニーチェ講義、即ち『ニーチェ』では二つ前の章「認識と

しての権力への意志」の「理性の創作的本質」節で、「自己確知的に表象すること」として明らかに

された理性の近世的本質と同じことを指している。但しこの章（講義）では、アレーテイアならざ

るホモイオーシスとしての真理を論じて、西洋形而上学の極限の本質として「正義」を剔抉し、西

洋形而上学の「存在から見放されていること〔Seinsverlassenheit〕」を言わんがために、「主体／主観」

の問題は脇へ置かれる。 
34 II, S.139. 
35 II, S.116; s.a. S.125f. 
36 Vgl. II, S.78. 
37 ハイデガーは、３６年から４６年までのメモから成る「形而上学の克服」においては、「権力へ

の意志」は「最後から二番目の段階」（GA 7, S.79）であって、「一切のものの計算〔Berechnung〕と

整備〔Einrichtung〕」を強要する「意志への意志」（Ebd., S.78）が最後だと考えている。とはいえ、

『ニーチェ』に収められた「等しいものの永遠回帰と権力への意志」章において「subiectum の主体



理性とは何の謂いか（児玉斗） 
ⓒ Heidegger-Forum vol.1 2007  

 52 

ーチェがニヒリズムを由来と展開と克服に関してもっぱら価値思想から思索し」ており、

「価値思想は権力への意志の形而上学の必然的構成要素である」38と考える。そして「一

つの「価値」として受け取り措定することは評価することで」あり、そのような評価は、

単なる算数より広いい実で誰かを当てにしたり何かを勘定に入れたりするような「計算す

ること」39である。「表象することで、即ち理性存在として」40、形而上学の中で人間は存

在してきたのだが、ニーチェの形而上学と共に、「存在者の存在の表‐象は、本質的な計算

することと評価することとになる」41のである。表象作用は計算作用になるのである42。こ

のようなテクノクラートとしての「超人」は、従来の人間を超え出るという形で従来の人

間を否定する。従来の人間はつまり「animal rationale」であり、「超人」の否定はまさにそ

の「理性〔Vernunft〕」に的中している。ここで従来の人間の特質としての「理性」の形而

上学的本質は、「表象する思惟を導きの糸にして存在者の全体を企投し、存在者として解釈

することの内に存する」43。 

  ニーチェと共に、形而上学は完了を迎えたのである。それ故ハイデガーは、『ニーチェ』

出版に際して、『存在と時間』以来人間の本質規定に成功して来なかったが、それもそのは

ずで、ずっと存在への人間の関連から規定しようとしてきたから上手く行かなかったので

あって、存在そのものへの問いは主体‐客体‐関係の外で問わなければならないのであっ

た、と述懐を付す44。 

  では、そのような主体‐客体‐関係の外、つまりはデカルト以前の、人間が主体ではな

かったとき、事態はどうであったのか。ギリシア時代における事態をハイデガーはプロタ

                                                                                                                                                                   
性は、〔……〕全ての生き物の計算可能性と整備可能性とにおいて、即ち animalitas の rationalitas に

おいて、完成する。そしてそこに「超人」は自分の本質を見出す」（II, S.19）とあるのを見れば、こ

の時期（３９年）にはまだハイデガーは「権力への意志の形而上学」を「最後から二番目」とは考

えていなかったことが分る。この同じ章では、超人は、「従来的な最後の人間の完了」であり「animali- 
tas に力を与える極限的な rationalitas であり、brutalitas において完了する animal rationale である」（a.a. 
O., S.16）とされている。以前の講義では超人とは「従来の人間を超え出ていく人間」（I, S.211）と

きちんと捉えられ、翌年の講義でも、超人像が未規定で捉えどころがないと批判されるのは、「超人

の本質が従来的人間を「超え」出ていくことに存する、ということが把握されずにいるからである」

（II, S.109f.）ときちんと踏まえられているというのに。なお、四年後には「意志への意志の先形式

としての「権力への意志」」と言われる（M. Heidegger, „Nachwort zu: »Was ist metaphysik?«“ in Weg- 
marken （GA 9）, S.303）（以下では WiMN と略記される）。 
38 II, S.83. 
39 II, S.208f. 
40 II, S.207. 
41 II, S.209. 
42 Vgl. W. Müller-Lauter, a.a.O., S.94-103. 「ハイデガーによれば、形而上学史的に本質的であるのは、

理性の本質を計算として打ち出すことである。この計算がニーチェの哲学の中に生じている限り、

ハイデガーはニーチェの哲学を、二十世紀の「技術的発展」についての自分の理解の中に取り込む。

ところが権力への意志についてのニーチェの言明の多くは、そのような解釈に適わない。この不適

合の観点から、ハイデガーは後に、「形而上学の克服」の中で、ニーチェの形而上学はただ「存在者

の存在者性が意志への意志として出現する、意志の展開の最終段階の最後から二番目の段階を見え

るようにする」だけだ、と記す」（S.98）。また、「ハイデガーによれば、計算する理性は、ニーチェ

の思惟と共に、表象する理性の支配と交代した」（S.101）。 
43 II, S.264. 
44 II, S.172f. この主体‐客体‐関係における主体の主体であることは、『杣径』において名高い

「Subjektität」として強調されることになる。Vgl. M. Heidegger, „Hegels Begriff der Erfahrung“ in 
Holzwege （GA 5）, S.133. 
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ゴラスを論ずることで述べているが、この「ヨーロッパのニヒリズム」章（講義）の二年

前の講演「世界像の時代」における説明の方が判り易い。近世的主体が表象することで世

界が「像」となってしまっていることを批判するこの講演で、ハイデガーはパルメニデス

の箴言45を挙げて、主体ならざる人間にとっての事態を、説明する。 

 

パルメニデスのこの命題が言おうとするのは、存在には、存在によって要求され規定

されているために、存在者を vernehmen することが属する、ということである。存在

者は立ち現れ自らを開くもの〔das Aufgehende und Sichöffnende〕である。つまり、現

前するものとしての人間、即ち、人間が現前するものを vernehmen することで自分自

身を現前するものに対して開く人間、このような人間を現前するものとして襲うもの

である。存在者は、人間が主観的知覚という仕方での表象することのまさにその意味

において初めて存在者を直観することによって、存在している〔seiend〕ようになるの

ではない。寧ろ人間は、存在者によって直観される者、自らを開くもの〔 das 

Sichöffnende〕によって現前をその許で取り集められる者である。〔……〕ギリシアの

人間は、存在者の der Vernehmer として存在している。それ故にギリシア精神において

は世界は像になり得ないのである。46 

 

  近世的な主体的人間の表象は、単に前に放り出されているのではなく、自分に‐向けて

‐立て‐渡すということであり、自分にとって裁量し得るものとして立て‐渡されている

のであった。これに対してギリシアの人間は、現前するものに対して自らを開くのであり、

現前するものがこのような人間を襲うのである。この意味で、ギリシア的人間は存在者を

「vernehmen」するというのである。ここで漸く我々は、ハイデガーが「終りと課題」講演

で理性について返問するに当り、何故に「Vernunft」ではなく「Vernehmen」を問うたのか、

という問いに近づくに到ったのである。 

 

 

４ Vernehmen 
 

  ところでそもそも「Vernehmen」とはどのような働きをするものなのか。ハイデガーは

『ニーチェ』第一巻「認識としての権力への意志」章で、上のパルメニデスの同じ箴言に

ついて述べたときに、こう記す。 

 
                                                        
45 その断片はこう言っている、「それというのも、人がそれを思索することはそれが存在するとい

うことと同一である」（DK B3）。なお、この「世界像の時代」講演の補遺で、プロタゴラスについ

て「ヨーロッパのニヒリズム」と同じような解釈が為されている（ハイデガー自身も『ニーチェ』

第二巻のその箇所で、『杣径』への参照指示をしている。（S.118））。 
46 M.Heidegger, „Die Zeit des Weltbildes“, in GA 5, S.90f. 「ギリシアの人間は〔……〕存在している」

の「存在している〔ist〕」は斜体。また略したところにある「存在者によって直観されて」という語

に５０年の出版に当って、「エイドスとしての現前としての存在によって襲い掛かられて〔angegan- 
gen〕」と註が付されている。 
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我々はこの箴言への想起から、今は唯一つのことだけを取り出す〔entnehmen〕ことに

する。即ち、存在者を捉え規定することは、昔から Vernehmen、つまりヌースに与え

られている〔zusprechen〕。我々はそれを表すドイツ語として Vernunft という語を持っ

ている。47 

 

  しかし、このドイツ語の動詞「Vernehmen」は何の意味なのか。普通は「～を聞く、聞

き取る」という意味であり、ニーチェもまたその意味でしか使わない（あとはせいぜい法

律用語で「証人を尋問する」という時の「尋問する」という意味くらいのものである）。し

かしこの「～を聞く、聞き取る」という働きは、通常のその働きから区別されている。既

に『存在と時間』において、やはりパルメニデスのこの同じ箴言に触れつつノエインが取

り挙げられ、やはり「Vernehmen」と訳されて、そして単なる「聞くこと」より広い意味

で理解されていた48。とはいえこの『存在と時間』においては「Vernehmen」は感性的な働

きとして解されている49。だが、この「Vernehmen」は感性的な働きではないという点が強

調されるようになる。同じパルメニデスの箴言を取り挙げる『形而上学入門』においては、

ノエインを主観的思索とする通常の見方を退け、ノエインは「Vernehmen」であり、これ

を、「自らを示すものを、現象するものを、引き‐受けること〔hin-nehmen〕、自分に向っ

て来させること」と、「証人を尋問すること、証人を呼び出して調書を取ること、事件がど

う進みどうなっているのかを確‐立すること」50との、二重の意味の共属として受け取る。

「Vernehmen」は現れて来るものを単に受動的に「引き受ける」のみならず、部隊が敵を

迎え撃つべく持ち場につくこと〔Aufnahmestellung〕のように、現れて来るものを「迎え立

てること〔Aufnahmestellung〕」ことをも意味する、とハイデガーは指摘する。そして、こ

のような「Vernehmen」或いは「Vernehmung」（『形而上学入門』ではヌースの訳語として

この語が採用された）は人間が具えている一能力などではない、「Vernehmung は、その中

で生起しながら人間が初めて存在者として歴史の中へ踏み込み、現象し、即ち（文字通り

の意味で）自ら存在へと到来する、そういう出来事である。〔……〕Vernehmung は人間を

                                                        
47 M. Heidegger, Nietzsche I, S.475. 以下では I と略記し、頁を付す。 
48 M. Heidegger, Sein und Zeit, S.171. ここでは「存在は、純粋な直観する〔anschauend〕Vernehmen
の内で現れるものであり、このような視だけが存在を発見する」と言われる。「Vernehmen」は「聞

く」という働きではないことは一目瞭然である。なお、ノエインを「最も広い意味での「直観〔Anschau- 
ung〕」」と呼ぶ箇所もある（S.96）。 
49 Ebd., S.163. 「謹聴すること〔Horchen〕」は、「普通に心理学でまず聞くこと〔Hören〕として規定

されているもの、即ち音の感覚や物音の Vernehmen、それよりも現象的になお根源的である。謹聴

することも、了解的に聞くこと〔das verstehende Hören〕という存在仕方を持っている。我々が「差

し当たり」聞く〔hören〕のは決してただの騒音や雑音ではなくて、きしむ荷車やオートバイである。

人が聞く〔hören〕のは、行進中の縦隊や、北風や、幹を叩く啄木鳥や、ぱちぱちはぜる火である」

と。また同書第六節「ロゴスの概念」においても、「ギリシア的な意味では、しかも上述のロゴスよ

りもより根源的に、アイステーシス、即ち、或るものを端的に感性的に Vernehmen することが、「真」

なのである」（S.33）とされ、Vernehmen は「ロゴスの機能が、何ものかを端的に見るようにさせる

こと〔Sehenlassen〕に、つまり存在者の Vernehmenlassen に、あるが故に、ロゴスは理性を意味する

のである」（S.34）と、同節でヌースが言及されるにも拘らず、感性的でロゴスの機能の一部だとさ

れていた。Vgl. M. Heidegger, „Der Ursprung des Kunstwerkes“ in Holzwege （GA 5）, S.10. 
50 EiM, S.105. 
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持つ出来事である」51という指摘が為される。 

  ハイデガーは上の「認識としての権力への意志」からの引用に続ける、「Vernunft、つま

り存在者を存在者として受け取ること〔das Nehmen〕、これは存在者を様々な観点で受け取

る〔nehmen〕」と。そして受け取る観点は質や量や関係の観点であるが、これらはつまり

「カテゴリー」であると言う。詳しく言えば、「何ものかを何ものかとして言い渡すこと（ヘ

ー・カテーゴリア）が、その都度言い渡されたものをそこに置くところの形態」52であり、

「存在者は言い渡されるときいつもしかじかの存在者として言い渡される。〔……〕存在者

としての存在者の das Vernehmen は思索の内で展開され、そしてこの思索は言明の内で、

ロゴスの内で、言い表される」53。しかしこれは「ヘー・カテーゴリア」というギリシア

語を用いているとはいえ、「存在者としての存在者」を思索しているのであるから、また、

「受け取る」とはいえその際に「理性」が「しかじかの存在者」として言い渡すことで「捉

え規定する」というのはまさに主体性の発露であるのだから、近世的な主体性の形而上学

の内にある。この後この章では度々「理性」が取り挙げられるのだが、いづれも近世的形

而上学の意味での「理性」あるいは「Vernehmen」である。だから、ニーチェの遺稿断片

を手がかりに認識と真理を問うたこの章において、真理の極限の本質は「正義」として見

出されるが、これは当然に「アレーテイア」つまりは「非覆蔵性」という本質が思索され

ておらず、存在の真理が問われないままであり、「存在者が存在から見放されている」54と

いう出来事なのであった。 

  しかし、上の引用箇所の直前で例のパルメニデスの箴言を述べた時には、ギリシア的な

点を強調していた。 

 

存在者は、Vernehmung なしに、存在者として存在している〔seiend〕のではなく、即

ち現前している〔anwesend〕のではない。しかし Vernehmung も、存在者が存在してい

ないところでは、即ち存在が開け〔das Offene〕へと到来する可能性を持たないところ

では、受け取る〔nehmen〕ことができない。55 

 

  つまり、このようなギリシア的な「Vernehmen」が「Vernunft」になったことで、近世的

主体的形而上学の主観‐客観‐関係に取り込まれてしまっていたのである。「存在者を捉え

規定すること」と言われたときの、その「捉えること（Fassen）」が既に近世形而上学的観

点からのものだったのであろう。「捉える」のは近世的主体の為すことである。古代ギリシ

                                                        
51 I, S.108. 
52 I, S.476. 
53 I, S.476. 
54 I, S.574f. 
55 I, S.475.  だがこの引用の前に、「Vernehmen」の解説があるが、それはまた形而上学的な

「Vernehmen」である。「どこでも常に、人間が関わり合う相手は、存在している〔seiend〕として

vernehmen される。ここで vernehmen とは、予めしかじかに存在しているとして受け取り〔nehmen〕、
或いはまた、存在しておらず、別様に存在しているとして受け取る〔nehmen〕ことである。このよ

うな Vernehmen において vernehmen されるものは、存在者であり、我々がそれについて、それは存

在する、と言うものの性格を備えている。そして逆に、存在者としての存在者は、そのような Verneh- 
men にのみ空け開かれる」。 
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アにおいては、存在者は「ピュシス」と名づけられ、これは、薔薇が開花するように自ず

から立ち現れるものである56。これが人間に現前するのを「vernehmen」するのである。決

して「捉える」のではない。また、先に触れずに過ぎた「ヨーロッパのニヒリズム」章（講

義）でのプロタゴラスについて論ずる箇所では、こう言われていた。 

 

人間は、自分の Vernehmen の圏域の内で現前するものを vernehmen する。この現前す

るものは、近づき得るものの領域の中に、現前するものとして予めとどまっている。

何故ならこの領域は非覆蔵性の領域だからである。現前するものの Vernehmen は、現

前するものが非覆蔵性の領域の内部に滞在していることに、基いている。57 

 

  この「ヨーロッパのニヒリズム」講義と同じ年に記され、講義の予告だけが為されるに

とどまった「ニーチェの形而上学」において、「Vernehmen」の規定から、先に『形而上学

入門』で「引き受けること」と「尋問すること」との共属を強調していたのが、ここに至

って、分解されることになる。真理が確実性に変貌する近世形而上学の始まりとともに、

「迎え取ること〔Aufnehmen〕（ノエイン）としての Vernehmen から尋‐問〔Ver-hör〕と裁

判権（知‐覚）としての Vernehmen への表象の変形」58が行われる、というのである。 

  その二年後の論稿「ヘーゲルの経験概念」において、「尋問」の性格を切り離された「Ver- 

nehmen」の、単なる受動にあらずという性格が改めて強調される。 

 

オン、即ち現前するものが、ピュシスとして立ち現れて以来、現前するものの現前は

ギリシアの思索者たちにとって、パイネスタイ、即ち、非覆蔵性の自己提示的現出の

内に休らっている。これに応じて、現前するものの多様性〔Mannigfaltigkeit〕、即ちタ・

オンタは、その現前するものの現出の内で現前するものとして容易に受け入れ〔an- 

nehmen〕られる、と考えられている。受け入れることとはここでは、無造作に引き受

けて、現前するものだけでよしとすること、を意味している。受け入れるということ

（デケスタイ）は、それ以外の造作なしのままである。即ち受け入れることはこれ以

外に、現前するものの現前に向って思惟することはしない。それはドクサの中にとど

まる。これに対してノエインは、現前するものを、わざわざそれの現前において ver- 

nehmen し、この現前の観点で〔auf…hin〕呼び出す〔vornehmen〕ところの、あの Vernehmen

である。59 

 

                                                        
56 EiM, S.10f. 「さてピュシスという語は何を言っているのであろうか。この語は、自らから立ち現

れるもの〔das von sich aus Aufgehende〕（例えば薔薇が開花すること〔das Aufgehen einer Rose〕）、自

らを空け開けつつ展開すること、このような展開において現象へと踏み入ること、そしてこの現象

の中で自らを引きとめて、そこに止まり続けること、要するに、立ち現れ‐滞在する統御を言う」。

Vgl. I, S.183f. また勿論、本稿前節最後の、「世界像の時代」からの引用も参照。 
57 II, S.121. 
58 II, S.287. Vgl. II, S.265f. 
59 M. Heidegger, „Hegels Begriff der Erfahrung“ in GA 5, S.176; s.a. S.196. また、「ドクサ」「デケスタイ」

については以下参照、EiM, S.78ff. 
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  この引用箇所のあたりで論じられているのは、「オン」の二重性、つまりこのギリシア語

の分詞「オン」が動詞的意味と名詞的意味とを同時に意味しているということである。上

の引用にはこう続く、「オンの意味の二重性は、現前するものと、現前とを、名指している。

それは両者を同時に名指しているが、どちらかとして名指しているのではない。オンの意

味のこの本質的な二重性に対応しているのは、ドクーンタの、即ちエオンタのドクサに、

エイナイの、即ちエオンのノエインが、共属している、ということである」、と。つまり、

「オン」を「受け入れること」によっては、名詞的「オン」、即ち「タ・オンタ」が「受け

入れ」られ、それはつまり「受け入れられたもの」、「ドクサ」である。しかしその時、動

詞的「オン」が「ノエイン」によって「vernehmen」されるのである。また、「現前するも

の」は確かに「ピュシス」でもあるが、ここで「オン、即ち現前するものが、ピュシスと

して立ち現れる」と、「オン」が「ピュシス」と言われるように、ギリシア人たちの許では

「ピュシス」はそもそも「存在」でもあれば60、同時にまた或る意味で「存在者」なので

もある61。 

  これはつまり、あの「存在論的差異」である。「存在者の存在」という形でしか「存在」

を解し得ず、しかもその「存在者」の殺到の中で「存在」は自明なものとして忘却してし

まってきた形而上学に対して、何とかして「存在そのもの」を問おうとハイデガーは苦闘

しているのである。「存在そのもの」を「vernehmen」する「ノエイン」の働きを一つの手

がかりとしようとしているのではないだろうか。「存在」は「ピュシス」として立ち現れて

来るのであるから、それを「vernehmen」するのである。しかしその立ち現れは、当然に「存

在者」として現れて来るはずはない。その立ち現われを表現するのにハイデガーは「声」

と言う。「存在の音無き声の呼び要め」62である。この声の呼び要めによって、「一切の驚

異の中の驚異、即ち、存在者が存在するということ」63を人間は経験するのである。ここ

で「存在者が存在するということ〔daß Seiendes ist〕」は、形而上学的に「存在者の存在」

を謂うのではなく、「daß」と「ist」とが強調されており、無論、「essentia」を謂う「何で

‐有る〔Was-sein〕」とは「区別さ」れた「existentia」を謂う「が‐有ること〔Daß-sein〕」

を謂っている。つまり、まさに、「存在そのもの」を「vernehmen」する、というのである。

「存在は確かに存在者なしに現成するということ、しかし存在者は存在無しには決して存

在しないということ」64が言われたわけである。 

  とはいえ、「存在は存在者なしに現成する」とまでの強調は少しトーンダウンして、『ニ

ーチェ』に収められた「存在の歴史に即したニヒリズム規定」では、「存在そのものは外留

している〔ausbleiben〕のであって、そのような外留として存在そのものは現成する」65と

される。つまり存在は到来しない。到来しない存在に「向き合って思索する〔entgegen- 
                                                        
60 I, S.184. 「ピュシスとは、自らから立ち現れ統べている現前性という意味での存在そのもののた

めの元初的なギリシアの根本‐語なのである」。他多数箇所。 
61 Vgl. II, S.192-196, 202f. なお、ピュシスについては以下参照。M. Heidegger, „Vom Wesen und Begriff 
der Φύσις. Aristoteles, Physik B, 1“ in GA 9, S.239-301. 
62 WiMN （GA 9）, S.306. 
63 WiMN （GA 9）, S.307. 
64 WiMN （GA 9）, S.306. 
65 II, 319. 
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denken〕」66ということが必要なのである。しかし、存在を思索しなければならないのに形

而上学の歴史においてはその存在が到来しない。このことが覆蔵されたままであるという

このことが、「無窮迫性〔die Notlosigkeit〕」67と呼ばれる。だがこれがそのまま「存在その

ものの窮迫」なのである。またこのとき、「存在の音無き声」の「音無き」ということが、

存在から呼び要る声が無いということ、に読み替えられる。だから、「「形而上学とは何か」

への後書」が版を改める際に、「存在の音無き声」に註が付されて、「音無き声、静寂の声、

としての「存在」（引き明け〔Austrag〕）」68と、わざわざ強調されるのである。また、「ア

ナクシマンドロスの箴言」においては「現前するものの現前」あるいは「存在するものの

存在」、これらの「の」の、「謎めいて多義的なこの属格という文法上の形式は、生成〔Genesis〕

ということを、即ち現前するものの現前からの由来ということを、名指している。〔……〕

現前は、現前するものの方から表象されることにより、一切の現前するものを越えたもの

に、従って最高の現前するものとなる」69と記される。 

  しかし、上で「存在は確かに存在者なしに現成する」と言われた箇所は、版を改める際

に正反対に「存在は存在者なしには決して現成しない」と書き換えられ、「アナクシマンド

ロスの箴言」も出版に当り、「現前するものは、現前の輝くこと〔Scheinen〕の中で輝き出

〔erscheinen〕て、こちらに（直前に）到来する。輝くことが輝き出ることは決してない！」、

と註が付される。もはや、「存在そのもの」を「vernehmen」し、そうすることでもって、

「存在そのもの」を問おう、という試みは放棄されるのである。「アナクシマンドロスの箴

言」において、ギリシア的人間の定義が為されている。「人間とは、lichtend-vernehmend、

従って集めつつ、現前するものとしての現前するものを非覆蔵性の内で現成させる、そう

いう現前しているもの〔der Anwesende〕である」70。 

 

 

結 
 

  ハイデガーは『ニーチェ』以後、理性をどう考えるのか。即ち、「私〔ハイデガー〕が１

９３０年以来「ヒューマニズムについての書簡」（１９４７年）までに進んできた思索の道」

71の先ではどのように論じられるのだろうか。『思索とは何の謂いか』第二部後半でパルメ

ニデスの別の断片72が取り挙げられ、こちらの命題の中に「レゲイン」と「ノエイン」と

が並ぶ。「ノエイン」は最初は「vernehmen」と訳される。「ここでは「vernehmen」とは、

迎え取る〔aufnehmen〕と同じことを意味する」とされる。しかし、この「迎え取る」は、

カントが区別した「自発性」と「受容性」との、「受容性」の意味ではない、と明確に言う。

「vernehmen」が「感性」では全くないことがここにも出ている。そして、その時「何年も

                                                        
66 II, 332. 
67 II, 354ff. 
68 WiMN （GA 9）, S.306. 
69 M. Heidegger, „Das Spruch des Anaximander“ in Holzwege GA 5, S.364. 
70 M. Heidegger, „Das Spruch des Anaximander“ in Holzwege GA 5, S.350. 
71 I, S.XII 
72 「必要なのは、存在者は存在するということを言うことと認識することとである」（DK B6）。 
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前の諸講義で私が強調したのは、Vernehmen としてのノエインの内に同時に何ものかを呼

び‐出すということ〔Vor-nehmen 前に‐取るということ〕の趨性が横たわっているという

ことである」73と強調される。そして「ノエイン」はこの「前に‐取るということの趨性」

を強調すべく、もはや「vernehmen」とすら訳されず、「das In-die-Acht-nehmen」74と訳され

ることになる。またこの断片にある「レゲイン」が先に「das Vorliegenlassen」と訳され、

この両者の接合構造が述べられる。今はもうその詳細を見る余裕はないが、この両者がそ

れぞれ別個に働くのではなく、共属しているということが肝心な点であると強調される。

とはいえ、「レゲイン」だけ、「ノエイン」だけ、では不充分なように、両者の共属という

だけでも、不充分なのであった（続く語「エオン」と「エンメナイ」が重要だ、というの

である。ここでは存在と存在者との共属はあの「二重襞」という語で名指されている。こ

の二重襞を二重襞として問い続けなければならないのである）。「思索は言明の意味におい

てロゴスのレゲインになる。同時に思索は理性による Vernehmen の意味でノエインになる。

思索の二つの規定は結合され、そしてこの二つの規定がこの結合からして、それ以降西洋

のヨーロッパの伝統において思索と謂われるものを規定するのである」75。しかしこの「理

性」が問題なのである。なぜなら、「ratio の中でレゲインとノエインとの根源的本質が消

えてしまった」76からである。「今では中世と近世の哲学は、レゲインとノエイン即ちロゴ

スとヌースとのギリシア的本質を、ratio という自分たちの概念から説明している」ので事

態を「暗くしている」77。この『思索とは何の謂いか』ではレゲインとノエインとの接合

構造たる「エオン・エンメナイ」を問うために、「ratio」についての分析は取り立ててはな

されずじまいである78。しかしまさにこの「エオン・エンメナイ」を巡って、存在と存在

                                                        
73 WhD, S.124  なお、第一部の最後ではアリストテレス『形而上学』第二巻第一章（997b, 9-11）が

引用され、中の「ホ・ヌース」は「das Vernehmen」と訳されている（S.47）。 
74 WhD, S.124f. 
75 WhD., S.127 
76 a.a.O. 
77 a.a.O. 
78 ただ、ギリシアの思索は「概念（Begriff）」を巡るものではない、ということが、「Begriff」とい

う語の「greifen」に着目して強調される。即ちノエインは、とにかく「受け取る（nehmen）」のであ

り、「摑み掛かる（zugreifen）」ことや「攻撃する（angreifen）」ことではない、即ち「概念把握する

（be-greifen）」ことではない、と（Ebd., S.128）。悟性を「因果関係の直接的な認識」とみたのに対

して、理性を「概念の形成」としたショーペンハウアーが想い起されるところである（Vgl. A. Schopen- 
hauer, a.a.O., S.77）。また ratio については、『根拠律』において問われる。この書のテーマの「根拠

律」の「根拠」とは、ラテン語に帰れば ratio であって「理性」と同じである。そもそもあの理性返

問の際、理性系の語を問うたのに続いて、「根拠や原理やましてや一切の原理の中の原理とは何の謂

いか」とも問い返されていたのである。ここで「根拠」という語が出てきたのは、「理性」の場合と

同じく直前に自分の論は「根拠なき神秘論」ではないのか、と立問していたことから来ている。こ

の「根拠」と「理性」とは、「ratio」という語の由来した動詞「reor」が「計算〔Rechnung〕」の意味

に派生することを通じて、共属している、という解説が為される。「ratio は計算として、根拠と理性

である」（M. Heidegger, Der Satz vom Grund, Stuttgart, 92006, S.174）というのである。故に、自分自身

を確実な根拠たる「主体〔subiectum〕」とする近世形而上学は、段々に「計算」の要素を濃くしてい

き、ニーチェの思索と共に、「計算する理性」へと変じ、テクノクラートたる超人が求められること

になったのである。尤も、本書『根拠律』の頃には、超人は最早テクノクラートとは見られていな

いが（「「永遠回帰」とは、存在者の存在の名前である。「超人」はこの存在に応答する人間存在

〔Menschenwesen〕の名前である」（M. Heidegger, „Wer ist Nietzsches Zarathustra?“ in VA （GA 7）, 
S.122.））。なお、この『根拠律』（５５／５６年冬学期）の直前（５５年８月）にハイデガーはフラ

ンスで『それは何か、哲学とは？』という講演を行った。その冒頭においてジイドの一節を引いて、



理性とは何の謂いか（児玉斗） 
ⓒ Heidegger-Forum vol.1 2007  

 60 

者とを区別して存在者から存在へと目を向け存在者を乗り越えて存在へ進もうとする形而

上学的思索79ではなく、存在者と存在との二重襞を二重襞として見て思索すること、つま

りは「思索がエオンを回想する（an-denken）とき初めて思索は思索なのである」80、とハ

イデガーは論ずるのであった。 

  しかしこのような思索こそが思索なのだといわれても、我々には馴染みがない。それゆ

えに、今大会の統一テーマを表題に持つ講演の最後でハイデガーは、「我々は皆、思索する

ことへの教育を必要とする」と、しかも「それに先立って、思索することにおいて教育さ

れていることと教育されていないこととが何を言うのかについての或る知をまず第一に必

要としている」81と言うのであった。 

 

  さて、本稿を閉じるに当り、始めに立てておいた問いに答えなければならない。 

  まず私が問うたのは、理性系の語を並べて返問するのに、何故「Vernunft」というごく

当たり前の語ではなく、「Vernehmen」という、慥かに語源を尋ねれば「Vernunft」の動詞

形ではあるものの、普通はその意味では使われない語を挙げたのか、という点であった。

理性が返問される文脈は、自分の思想は「Irrationalismus」ではないか、「Ratio の否定」で

はないか、というハイデガー自らの立問への返問であった。だからこそ挙げる語の最初に

「ratio」があった。しかし上に見てきたとおり、ハイデガーは「ratio」はギリシアの思索

を取りこぼしていると考えているのであって、だからこそギリシアに溯ってその当時の語

「ヌース」と「ノエイン」を挙げ、そうして「ノエイン」の働きとして「Vernehmen」を

挙げたのであった。 

  また、「思索」の「敵手」としての理性ということが、何故他ならぬニーチェ論の最後に

飛び出したのか、とも私は問うた。理性が ratio として形而上学の枠内に留まるものである

ことが問題となるのである。形而上学の「完了者」たるニーチェを読み解くことで初めて、

人間の形而上学的規定「animal rationale」の「理性（ratio）」の問題点が浮かび上がるから

なのであった。 

  そして最後に私は、「理性」が「思索」の「敵手」であるというなら、それは「終りと課

題」講演での理性を否定する非合理主義ではないかというハイデガーの立問への、既なる

答ではないか、とも問うた。しかしこの返問は、そもそも答えを、つまりは新たな一つの

定義を求めるような問いなのだろうか。無論、否、である。非難を投げつける者は、理性

を自明なものと考えているのである。「animal rationale」というあの人間本質の規定を自明

のことと看做していたように、「理性」「理性的」という判断基準が一体何を言わんとして

                                                                                                                                                                   
感情は非合理的なもの（etwas Irrationales）、哲学は合理的なもの（etwas Rationales）、としばしば対

比される、人は哲学を理性（Ratio）の事柄だと言って疑問を持たないが、それでは、「それは何な

のか、Ratio とは、Vernunft とは？」と問い返している。末尾近くでは「理性さえ、理性として、そ

の原理や規則の持つ論理的―数学的洞察力への信頼に基いて気分を規定されている」と言われた（M. 
Heidegger, Was ist das – die Philosophie?, Stuttgart, 112003, S.4f, 28）。 
79 Ebd., S.135 
80 Ebd., S.149 
81 M.Heidegger, “Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens”, S.80. Vgl. F. Nietzsche, GD, 
S.109f. 
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いるのか、がこれまで自明のことと前提されて来たのだ、というのであった。そして人が

「ratio」に反対すると「論理的帰結」として「irratio」の立場を取ることになる、という理

性的思考法そのものを問いに付す返問なのであった。「機械的経済学」の極みとしての「サ

イバネティックス」において行き詰ってしまった哲学。しかし従来の思索は、まさに「ratio」

の枠内で、表象的技術的計算的なものであった。しかし「ratio」以前の、ギリシアの「ロ

ゴス」と「ヌース」、あるいは「レゲイン」と「ノエイン」、それらの元初の働きに帰って

みれば、「rational」「irrational」という区別の外に、今ひとつの思索が見出せる、というの

であった。その「今ひとつの思索」は、「ratio」によってこそ阻害されているから、「理性

（ratio）」が「思索」の「敵手」なのだというわけであったのである。 

 

Hakaru KODAMA 
Was heißt Vernunft 

― Leitfaden durch Nietzsche und Heidegger 
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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。  
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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。 



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

 71 

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。 
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デリダ、アドルノ、ハイデガー 
 ― 超越論からの離反の行方をめぐって ―  

 

上利 博規（静岡大学） 

 

 

1 問題 
 

 既に『声と現象』（1967）においてフッサールを批判したように見えたデリダは、『盲者

の記憶』（1991）において再び超越論的思考の重要さに言及している。絵画論である『盲者

の記憶』がなぜ超越論と関係するのか。 

 ハイデガー、アドルノ、デリダは、いずれも初期にフッサール研究に携わった後に超越

論から離反し、詩、音楽、絵画などの芸術を手掛かりにそれぞれの思考の道を進んだ。と

すれば、超越論からの離反と芸術論の展開には何らかの結びつきがあるということになる

のであろうか。 

 本論は、こうした問いを手掛かりとして、デリダはその芸術論を通して超越論では扱え

ないような問題に関わる「もう一つ別の思考」を見出し、超越論を準-超越論へと脱構築し

た、この「準-」（quasi-）は芸術の力を示しているが芸術の力は何かを表現することではな

く、傷つけ深淵を切り開く力であり、不可能性・アポリアに耐える力にほかならない、と

いう結論にいたるものである。 

 

 

2 超越論からの離反 
 

 まず、ハイデガー、アドルノ、デリダにおける超越論からの離反の仕方を概観しておく

ことにしよう。 

 

（1） ハイデガーにおける超越論からの離反 
 初期のハイデガーにおいてフッサールの果たした役割が決定的に重要であったことは繰

り返すまでもないが、フッサールからの影響は『存在と時間』にも色濃く反映している。 

 たとえば、『存在と時間』の第 1 部は「時間性をめがける現存在の学的解釈と、存在に対

する問いの超越論的地平としての時間の説明」という表題をもち、存在への問いが超越論

の立場からなされていることが告げられている。そして、「存在は端的な存在者である。…

現存在の存在の超越は…際立った超越である。存在を超越者として開示することはいずれ

も、超越論的認識である。現象学的真理（存在の開示性）は超越（論）的真理なのである」

（38）と述べられている。 

 ところが、ハイデガーはその後『形而上学とは何か』『カントと形而上学の問題』『根拠
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の本質について』などで、現象学的な超越論だけにとどまらず西洋哲学史そのものを問題

にする形而上学の立場から超越についての問い直しを始めたことは知られているところで

ある。こうしてハイデガーは、『存在と時間』の後、フッサールの超越論からカントやライ

プニッツなどを通して「存在者全体の超越」（形而上学）へ、さらに「形而上学全体の超越」

へ（存在史）と向かうことになるが、とはいえ、「解体は、現象学及びすべての解釈学的-

超越論的な問うことと同様、いまだ存在史的には思考されていない」（『ニーチェ』）、「超越

論的なもの、つまり超え行くことと跳躍とは等しくはないが、同じである」（『根拠律』）と

いわれるように、超越論から形而上学へという道が単純に超越論を捨て去ったと言い切る

ことができるわけではないことも明らかである。 

 

（2） アドルノにおける超越論からの離反 
 後に激しくハイデガーを批判するようになるアドルノも、フッサール超越論に対して疑

問を抱くハイデガーとそれほど遠くないところにいた。まず、アドルノにおけるフッサー

ルとの関係を確認しておこう。 

 アドルノについてはそれほど広く知られていないので、少し煩雑にはなるが、フッサー

ルとの関係をやや詳しく述べておきたい。アドルノは学生時代の 1922 年に新カント派のハ

ンス・コルネリウスに師事しフッサールの演習に出席していたが、1924 年には博士論文「フ

ッサール現象学における事物的なものとノエマ的なものの超越」を執筆した。ここでは、

事物とは意識によって構成された現象の合法則的連関であるから、理念的かつ経験的であ

ることが述べられている。ところが、同じ年にアドルノはアルバン･ベルクの『ヴォツェッ

ク』を聴き、ここに救いの可能性が表現されていると心を打たれベルクを作曲の師とする

が、翌年ベルクからの「あなたはいつの日かカントかベートーヴェンのいずれかを選ぶ決

断をしなければならなくなる」という手紙を受け取る。アドルノは音楽にも携わりつつ、

1927 年に教授資格論文「超越論的心理学における無意識の概念」を試み、精神分析は社会

における無意識的呪縛から解放に有効な手段であることを述べようとした。しかし、結局

1933 年に教授資格論文「キェルケゴールにおける美的なものの構成」を発表することにな

る。そして、1937 年から 1938 年にかけておおよそが書かれ、1956 年に出版となった『認

識論のメタクリティーク ― フッサールと現象学的アンチノミーに関する諸研究』にお

いてフッサールを批判するに至る。このことからもわかるように、アドルノはおおよそ

1930 年前後にフッサールから離反しているとみなすことができる。 

 さて、その『認識論のメタクリティーク』であるが、この書は、主観への反省を通じて

第一者を絶対的なものへと高めようとする認識論として現われた根源哲学（die Ursprungs- 

philosophie）は同一性への強制を強める、ということを現象学をモデルに批判したもので

ある。たとえばそこでは次のように述べられている。「フッサールの哲学はきっかけであっ

て目的ではない。…フッサール批判がフッサールとの対決の先に狙っているのはフッサー

ルが精力的に獲得しようとしていた出発点への批判である。」つまり、一般的な言い方をす

れば、労働などを通じて主観と客観相互の間に作り出される運動という弁証法的な立場か

ら、主観や客観が同一性をもつものと考え、主観と客観を弁証法的な運動の要素として見
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ようとしない認識論、あるいは超越論を批判したものということができる。 

 たとえば、次のように述べる。「思考はひとつの主体を必要とし、しかもこの主体の概念

からは事実的な基体を追い払うわけにはいかないのだ。…弁証法的思考において世界と人

間は、長子の権利をどんな犠牲を払っても相互に主張してやまない仲の悪い兄弟、といっ

た姿で立てられはしない。弁証法的思考において世界と人間は、全体の契機 ― たがいを

産出しながら独立的に現れている、全体における契機 ― として展開されるのだ。…認識

はもっぱら主観もしくは客観に還元されうるはずだという主張は、孤立化すなわち解体を、

真理の法則に祭りあげる。百%孤立化したものは、自分を超えたものをいっさい指さすこ

とのない純然たる同一性（die bloße Identität, die in nichts über sich hinausweist）であって、

一切合切を主観もしくは客観に還元しつくそうという振る舞いはそのような同一性の理想

を体現している。」（S.94f., p.116f.） 

 ここで興味深いのは、批判されている認識論・超越論は超越について論じているはずな

のに、「自分を超えたものをいっさい指さすこと」がないと述べている点である1。つまり、

ここにフッサールとアドルノにおける超越についての考え方の違いが現われている。アド

ルノは、主観と客観の間の認識論的な超越を問題にしているのではないのである。けれど

も、アドルノがいう「自分を超えたもの」と、ハイデガーがいう「現存在の存在としての

超越」もまた同じではない。彼らの超越概念の理解の仕方を問題にする前に、次にデリダ

における超越論からの離反に触れておこう。 

 

（3） デリダにおける超越論からの離反 
 デリダとフッサールは深い関わりがあった。たとえば、1954 年「フッサール哲学におけ

る発生の問題」、1957 年の「文学対象の理念性について」、そして 1962 年『幾何学の起源』

序文、1967 年『声と現象』『グラマトロジーについて』などである。 

 『幾何学の起源』序文は根源的意味の回復に向う遡行的問いが孕む問題を論じるが、そ

こでデリダは幾何学の歴史的起源ではなく、主観における超越論的な「発生の問題」が問

題だとして次のように述べる。「われわれの関心は、かつて幾何学がその中で誕生し、＜そ

して＞それ以来数千年の伝統として現存したうえ、現になおわれわれにとって存在し、生

き生きと働き続けている、その最も根源的な意味へと遡って問うことであろう。」つまり、

「発生」という時間的問題と超越論という普遍性の関係を、理念的意味の甦りとしての反

復可能性の問題として捉える。 

 『声と現象』はこの問題をさらに推し進め、フッサールは表現されたものに対し自我の

もつ無限に総合する志向性の働きに注目して意味を回復するという目的へと回収するため

                                                        
1 アドルノは『認識論のメタクリティーク』の最後において次のように述べている。「認識論の消え

果るほかない諸概念もまた、自らを超えたものを指さしている。…救済は様々な概念のうちに沈殿

している苦悩を追想することであって、この救済が待ち望んでいるのはそれらの概念が崩壊する瞬

間である。概念の崩壊こそ哲学的批判のイデーである。…世界を解釈している時代が過ぎ去り、世

界を変革することが問題となるとき、哲学は別れを告げる。そして、その訣別に際して概念は静止

し、図像（Bilder）へと姿を変える。…今は第一哲学の時代ではなく、最後の哲学の時代なのだ。」

（S.47, p.54） 
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に、表現されたものが差異を開く側面を見ることができていないと批判するようになる。

デリダ自身は、表現の可能性は非表現的なものと表裏一体だと考え、現前と非現前の間を

行き来するエクリチュールの思考に目を向ける。こうして『グラマトロジーについて』で

は、「根源は一つの非根源、つまり痕跡によってはじめて構成されたのであって、かくして

痕跡は根源の根源となる」と延べ、「根源の思考」から「痕跡の思考」へと歩を進める。 

 とはいえ、『グラマトロジーについて』では「痕跡についての思考は超越論的現象学に還

元されることもできないが、またそれと手を切ることもできない」とも述べており、超越

論を不要のものとみなしていたわけではなかったのである。 

 

 

3 始まりに絵画、さらには深淵があった 
 

 『声と現象』は三つの引用句から始まっている。その二つ目は『イデーン』の中でテニ

ールスの絵について言及した箇所である。そして『声と現象』はその最終部分において再

びこの箇所に言及し、フッサールのテニールスの絵の捉え方（darstellen, représenter）を批

判する。ところが、アドルノも『認識論のメタクリティーク』において『イデーン』の同

じ箇所を引用し、フッサールのテニールスの絵の捉え方を批判しているのである。この奇

妙な一致には、偶然以上の意味をもっている。 

 

（1） 『イデーン』の中のテニールスの絵 
 まず、フッサールが言及したテニールスの絵とはどのようなものであったかについて述

べておきたい。 

 フランドル総督のレオポルド・ウィルヘルムの宮廷画家であったダヴィッド・テニール

ス（1610-1690）は、ウィルヘルムの画廊に集められたたくさんの絵画を眺望するようなタ

イプの絵を十点以上描いた。このようなタイプの絵画は一般に画廊画と呼ばれたが、それ

は絵画の中に絵画を描いた画中画の一種であると考えることができる。画中画一般には

様々なタイプがあり、たとえばフェルメールの絵画にも画中画が多く見られるが、中でも

画廊画は 17 世紀のオランダやフランドルなどで、その活発な商業活動による豊かな経済力

を背景にイタリアなどから絵画が買い集められ画廊において陳列されたことを背景にして

流行したものである。テニールスの画廊画はその典型であり、それらの画廊画はウィルヘ

ルムが所有している絵画がどのようなものであったかを社会に示すための目録・カタログ

のような機能を果たしていた。王立アカデミーのサロン（官展）も、さらには美術館もこ

のような画廊から発展したといわれている。 

 さて、フッサールが『イデーン』の中でテニールスを引用しながら説明しようとする「経

験」とは、一枚一枚の「絵を見る」ようなものであり、超越論とは世界経験としての「絵

画を見る」というわれわれのあり方を問題とするものである。しかし、フッサールは、「絵

画を見る」がごとき世界経験、さらには「絵画を見る」という経験についての超越論につ

いて語るとき、犬を走らせ窓やドアを描き込むという画商でもあったテニールスの巧妙な
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やり方、すなわち絵画的エクリチュールによって絵画が自然なものとして与えられている

という絵画のテクスト性を見逃しているのである。 

 フッサールは、画廊の中の絵を見ることから先に進んで、絵を見ることは画中画が構成

する「入れ子構造」に目を向けなければならなかった。のみならず、絵画一般が絵画とし

て成立するために絵画の中に引き込んでしまっている、鏡などによって絵画内部に示され

る絵画の外部や、窓やドアなどの絵画の内側の枠付けなどが織り成す「入れ子構造」にも

注目する必要があったのである。デリダが『声と現象』を、「フッサールがもう少し先に進

んだところでわれわれに与えている保証に反して、《まなざし》は《とどまる》ことができ

ない」という言葉で結んでいるのはこのためである。 

 

（2） ジッドの「紋中紋手法（mise en abyme）」 
 フッサールはテニールスの画廊画に注目しながらも、そこに無限の入れ子構造を見るこ

とができなかった。対して、デリダは少年時代に親しんだアンドレ・ジッドが『日記』の

中で絵画のもつ入れ子構造について触れていること知っていたために、テニールスの画廊

画の理解をフッサールよりも先に進めることができた。そして、それはやがてデリダ自身

の絵画論へと展開されるのである。 

 ジッドは絵画における入れ子構造について次のように『日記』で述べている。「たとえば、

メムリンクやクエンティン・マサイスの絵の中で、小さな暗い凸面鏡がそれなりに、描か

れた情景の演じられている部屋の内部を映しだす。たとえば、ベラスケスの《ラス・メニ

ーナス》という絵も（いささか異なったかたちでだが）そうだ。…紋章の手法で、最初の

紋章の<中央に>（en abyme）次の二番目の紋章を置くあの手法との比較」2。ここで言及さ

れている作品は、メムリンク「マールテン・ファン・ニューウェンホーフェンの二連祭壇

画（聖母子と寄進者）」（1487）、マサイス「両替商とその妻」（1514）、ベラスケス「ラス・

メニーナス」（1656）である。これらの絵画にはいずれも絵画を見る人の視線を絵画の内部

から外部へと反転させる装置として鏡が描かれており、鏡はそれぞれ、メムリンクではマ

リアの右肩の奥に、マサイスではテーブルの中央に、ベラスケスでは中央の壁にかかって

いる。 

 こうして、フッサール、ジッドによってテニールス、メムリンク、マサイス、ベラスケ

スという画家があげられることになるが、これにデリダが『絵画における真理』で触れて

いるヤン・ファン・エイクの「アルノルフィニ夫婦像」（1434）を加える必要がある。なぜ

なら、デリダもまたこのヤン・ファン・エイクの絵画にもやはり鏡が登場し、その鏡が絵

画の外部の世界を暗示する効果について触れているからである。 

 これら 5 人の画家を歴史的な順に並べると、ヤン・ファン・エイク→メムリンク→マサ

シス→テニールス→ベラスケスとなるが、それは単なる時間順序であるにとどまらず、彼

らの間には鏡や部屋のドアの描き方に関して影響関係があった。たとえば、ベラスケスの

『ラス・メニーナス』には鏡や開かれたドアが描き込まれているが、それは 15 世紀から流

                                                        
2 『ジイドの日記』１ 新庄嘉章訳、新潮社、1950。 



デリダ、アドルノ、ハイデガー（上利博規） 
ⓒ Heidegger-Forum vol.1 2007  

 79 

行していた絵画における鏡の使用や、テニールスの画廊画の多くに開かれたドアが描き込

まれていることと無関係ではないのである。つまり、一枚の絵画は調和をもち完結した統

一体であるのではなく、鏡やドアや窓、あるいは衣装などそれぞれがそれぞれの引用の歴

史をもっており、それらが多重の枠を作り上げているのである。 

 

（3） 「絵画を見る」ことから「絵画を読む」ことへ、 
すなわち「深淵」（abyme）へ 

 デリダはジッドのいう「紋中紋手法（mise en abyme）」をエクリチュール論一般の問題

として捉え、「絵画を見る」ことはこうした「入れ子構造」に踏み入ることであると考えた

のであった。そして、「入れ子構造」（mise en abyme）が「深淵」（abyme）を開くものであ

る以上、「絵画を見る」ことは「絵画」を視覚によって見ることでもないし、表象的に見る

ことでもなく、「深淵」を見ること、つまり見えないものを見るという「盲目」の経験にほ

かならないと考えるに至ったのである。絵画の始まりはテクスト一般が構成するような「入

れ子構造」（「合わせ鏡構造」）であったがゆえに、デリダは「絵画を見る」のではなくエク

リチュールが作り出す「入れ子構造」としてのテクストについての思考を始めることがで

きたのである。 

 そして、アドルノもデリダと同じように、『認識論のメタクリティーク』においてフッサ

ールのテニールスの引用について言及し、テニールスの画廊画の「入れ子構造」を悪無限

とした上で、現象学は画廊の中で絵画を眺めるような態度で世界を観察しているに過ぎな

い、すなわち「覗き舞台としての世界」であると批判しているのである3。 

 

 

4 デリダの絵画論と超越論 
 

（1） デリダの絵画論 
 『絵画における真理』は四つの論文と「パス=パルトゥー」（passe-partout）という準-序

論からなりたっている。パス=パルトゥーとは絵画を額縁（cardre、枠）に収める額縁装飾

であり、絵画と額縁をつなぐ主題化されない余白である。とはいえ、近代に始まる額縁装

飾の歴史において、余白としてのパス=パルトゥーのあり方は絵画作品に大きな影響を与

える重要なものとみなされている。 

 そのパス=パルトゥーにおいてデリダは、「私は四度絵画をめぐって書く」（J'écris ici 

quatre fois, autour de la peinture.）と述べている。四度というのは具体的にはカント論、アダ

ミ論、ティテュス＝カルメル論、ハイデガー論を指すが、「めぐって書く」という言葉は、

それが従来のような芸術作品や芸術哲学の論じ方とは異なることを示している。すなわち、

デリダは芸術一般とは何か、それぞれの芸術作品の本質は何かというではなく、それらの

周辺をめぐりながら、絵画における真理に場を与えるもの、絵画を「枠づけるもの」を四

                                                        
3 『認識論のメタクリティーク』法政大学出版局、1995、p.282f.。 
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つのやり方によって問題にしているのである。パス=パルトゥーという厚紙の存在は、自

らは主題化されることなく「何かを見せる働き」をするものである。主題化されないこと

によって自らの存在が些かもゆるがされることなく機能するもの、それがパス=パルトゥ

ーなのである。 

 そしてデリダは次のようにも述べている。「もしも、『絵画における真理』という言い回

しが、『真理』の力をもち、その戯れによって、深淵（l'abîme）に向かって開くとするなら、

それはおそらくは、絵画においては、ことは真理にかかわり、真理の内にあっては、こと

は深淵にかかわるからなのである」。 

 このようなパス=パルトゥーに続いて『絵画における真理』では、まずヘーゲルとカン

トの芸術論が取り上げられる。未だ自分について知らない精神が自己理解を深めてゆく運

動を通して自己自身に到達すること、そこに「精神の現象」を見ようとするヘーゲルにお

いては、「合わせ鏡構造」の中で描かれてゆく自画像は最終的に十分な自己理解に達するこ

とができる、すなわちその深淵は埋められることになる。 

 

（2） 超越論を傷つける（abîmer）こと 
 カントは『判断力批判』の「美の分析論」の§14「実例による説明」において、本来は

作品（ ergon）とはみなされず作品の補助的な役割をする額縁のようなパレルゴン

（par-ergon）について論じている。 そこでは「装飾（parerga）と呼ばれるもの、すなわ

ち、対象の完全な表象へその内面的要素として属しているものでなく、単に外面的に付添

物として趣味の満足を増大するもの」と述べられているが、このような、パレルゴンを作

品にとっては飾りでしかないものと考え、作品を作品として見せる働きとしてのパレルゴ

ンとの関係を顧慮しようとしないところに、超越論的論理学の枠を借用して「美の分析論」

を論じようとするカントの問題の立て方がある。 

 デリダはこのように論じるが、その論じ方は、決して枠の本質や真理がいかなるもので

あるかという「枠の超越論性」を明らかにするようなものではなく、枠がパレルゴンとし

て働いていることを見出すことにほかならない。これが「絵画をめぐって書く」というこ

とである。デリダは、自らは場所をもたないパレルゴンをめぐり、たとえばヘーゲルの体

系の中に部分が全体を追い越すような「合わせ鏡」（mise en abyme）構造として深淵（abîme）

を開き、たとえばカントのパレルゴンに関する記述の中に作品（ergon）と共犯的関係にあ

るはずのパレルゴンを作品の外に自然化して排出するような操作が行なわれていることを

見出すのである。さらには、このような操作は、『判断力批判』の序論で述べられているよ

うな「感性的なものとしての自然概念の領域と超感性的なものとしての自由概念との間に

は巨大な深淵」に対し「一方の領域から他の領域へ橋梁を架すること」ために要請された

ものであるが、深淵を埋めるための芸術をカントが「橋梁」という比喩を使って表現して

いるところも、既に「入れ子構造」の深淵が見出せるのである。 

 こうしてデリダは、カントの超越論的な美学の中に「分析の論理」よりも一層強力な「パ

レルゴンの論理」を見出し、超越論の枠を傷つける。デリダの芸術論は、自らは場所をも

たないパレルゴンをめぐり、部分が全体を追い越すような「合わせ鏡」（mise en abyme）
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構造として深淵（abîme）を開くのである。 

 

 

5 芸術と準-超越論 
 

（1） 超越論から準-超越論への移行と芸術 
 デリダが超越論から離反しようとするとき、そこに絵画の問題があった。芸術の深淵は

超越論を傷つける。『盲者の記憶』では、それは超越論的な問題設定に対して切り開かられ

る盲目として語られる。それは超越論につけられた傷であり、超越論の傷は「もう一つ別

の思考」を求める。しかし、それは超越論を放棄することを意味するわけではない。可能

的条件を思考する超越論は、深淵によって傷つけられた不可能性の条件をも思考する準-

超越論となるのである。 

 「準-超越論」とはどのようなものであるかについてはデリダ自身が「脱構築とプラグマ

ティズムについての考察」（『脱構築とプラグマティズム』）において次のように要約的に言

及している。そこで述べられている論旨は以下のとおりである。 

 ① 無益で脆弱な経験的言説の内部にとどまらないために超越論は必要である。 

 ② しかし、超越論的な問いは果てしなく革新する必要があり、虚構や偶発性や偶然性

に含まれている可能性を考慮した新しい超越論的な問いが必要である。 

 ③ それが準-超越論と呼ぶところのものである。 

 ④ この準-超越論は、超越論では扱えないアポリアの問題に関わる。 

ここでいわれる「超越論では扱えないアポリアの問題」、これが「超越論的な盲目」の問題

である。こうしてデリダは、従来の超越論が扱いきれなかった虚構や偶然性、そしてそれ

らが作り出すアポリアなどを含みこんだような新しい超越論を準-超越論として要請する

のである。 

 さらに、デリダは準-超越論の「準」（quasi-）について次のようにもいう。それはアイロ

ニーやコメディーやパロディーに近いものであり、フィクションや文学の問題と切り離せ

ないものである。ここでわれわれは、デリダのエクリチュール論が純粋な理念的意味の構

成がどこまで可能かを問うたフッサールの超越論と偶然的なものと触れ合いながら閉じら

れることなくどこまでも生成を続ける文学的エクリチュールとの間で生まれ展開されたこ

とを思い起こせば、デリダにおける超越論と芸術との関係、あるいは準-超越論の問題が既

にデリダに関するなじみのある問題であることが理解できよう。 

 『絵画にかける真理』の中では、「パレルゴンがタイトルであったなら」と述べられてい

るように、作品（ergon）ではないパレルゴンをあたかも一つの作品のように扱う擬似的方

法が「準」（quasi）であった。とはいえ、それは単に超越論以上の芸術を擬似-超越論的に

扱うことではない。もしそのようにすれば、芸術ないしは準-超越論は、超越論を基準にし、

超越論に準ずるものとして思考することになるだろう。事態は逆であって、擬似的方法を

超越論以上の芸術的なものとして考えなければならない。カントの超越論的美学の中に既

にそれ以上の「パレルゴンの論理」が働いていることをデリダが見出したように、超越論
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の枠を傷つけ、そこからはみ出ること、それが準-超越論である。「準-」は何かに準じると

いう二次的なものであることを意味するのではなく、逆に超越論の枠を作りながら自らは

そこから身を引いているものに向かおうとするのである。あるいはこういってもよいかも

知れない。フッサールの超越論は深淵について取り扱うことができないから、これを超越

論的に扱うおうとすると超越論は準-超越論へと変容せざるを得ない。芸術は「戯れ」によ

って超越論が扱うことのできなかった深淵（abîme）に関わることが可能であるしまたそう

せざるを得ないのである、と。そうである以上、芸術は単に超越論を侵犯し準-超越論とさ

せるのみならず、いたるところ（partout）に関わっていることになる。すなわち、脱構築
．．．

一般には芸術的な力が不可欠なのである
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。 

 以上のように、「準-」（quasi）とは本来はそうでないものを「あたかも～であるかのよう

に」扱うことである。ここに、フィクションや文学の問題がある。準-超越論は、従来は超

越論の問題とは考えられなかったものを超越論のように論じる。準-超越論は、超越論とい

う限定の侵犯でもある。つまり、「準」（quasi）を付加することは、付加されるもの（ここ

では超越論）を基準とするような一つのコードを脱構築することである。 

 かくして、われわれは超越論からの離反において、なぜデリダが芸術を経由したかを理

解するに至る。超越論には取り扱うことができなかった表現における非表現的なものへの

問い、一言でいえば痕跡への問いを芸術は含んでいる。芸術の思考は還元できないものを

それとして見つめ受容する力である。それは理解できない深淵を見守る力である。「超越論

的な理解からそれてゆく他者を見守る力」、それが芸術である。それは「見る力」ではなく、

「盲目の力」にほかならない。これが『盲者の記憶』において「超越論的盲目」と呼ばれ

ていたものである。「超越論的盲目」を含む準-超越論は、哲学への文学的エクリチュール

の侵入、哲学の脱構築であり、芸術の力によって哲学が準-哲学化されることである。 

 

（2） アドルノにおける準-超越論 
 デリダとアドルノが『イデーン』におけるテニールスの絵画に注目したという奇妙な符

号については既に述べた。そして、超越論から離反したデリダは芸術を経て準-超越論に至

ったが、同じく超越論から離反し、音楽的超越の中に自らを乗り越える力を見出したアド

ルノにはデリダのいうような準-超越論的な考え方を見出すことはできるのであろうか。 

 ベートーヴェンは古典的ソナタ形式を乗り越えようとした時、自らのソナタに「幻想曲

風ソナタ」（Sonata quasi una fantasia）という題を付した。その理由は、当時幻想曲は即興

曲に近い意味で用いられており、即興曲のような「展開部の幻想特性」により古典的ソナ

タ形式を超え出ようとしたことにある。ところが、アドルノにも"Quasi una fantasia"という

標題をもつ音楽評論集があり、この標題がベートーヴェンに由来するものであろうことは

想像に難くない。とすれば、アドルノがベートーヴェンの展開部に注目し、ベートーヴェ

ンにおける音楽的超越を展開部に見ようとするアドルノの"Quasi una fantasia"と題された

評論集もまた、主題という主観的で個別的なものから超え出ようとする力にもとづいて「彼

方へとさまよう自由な夢想」を求めたと考えることができる 。ここには超越論にはない「自

らを超えたものを指さす」力を見ることができるのである。それはまさにテニールスの画
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廊画のような態度で世界を観察する認識論的超越論に対し、主観が客観との関係の中で自

らの主観性を克服する弁証法運動を通して「自分を超えたもの」を見出そうとするアドル

ノの姿であった。 

 そして、やがてアドルノの作曲の師であるベルクによってソナタが清算されたように、

アドルノもまた肯定的に突き進む弁証法的思考ではなく「否定的弁証法」の中に唯一残さ

れた思考の誠実さを見ることになる。アドルノの「非同一性の思考」を、デリダの準-超越

論的思考と同じものとみなすことができるかという問題については、デリダ自身が『フィ

ッシュ』で述べるように、容易ならざる今後の課題ということになるであろう。しかし、

アドルノが直線的に論理を展開するような著述方法ではなく、『ミニマ・モラリア』のよう

な形での論述を好み、『否定的弁証法』のような哲学的著述においてさえもそのつどの言葉

に立ち止まりつつ同一化する論理からそれてゆく非同一性を浮上させることを要求するこ

とを思い合わせれば、「否定的弁証法」をいわば準-弁証法として捉えることができるので

はないだろうか。アドルノが『ベートーヴェン 音楽の哲学』の中で述べている、「偉大な

ものは…形式の自律へと解消できないものを含んでいる」という言葉も、そのことを示し

ているように思われる。とはいえ、デリダとアドルノの思考を簡単に同一視できなことも

確かである。 

 

（3）  芸術的超越と準-超越論の射程 
 以上のように、アドルノとデリダは超越論から離反した後に、芸術を経由しながら超越

論では捉えることのできない局面を開いていった。最後に、彼らが到達した地点がどのよ

うな射程を有するものであるかを確認しよう。準-超越論は芸術に特有なものではなく、デ

リダが関わってきたことすべてに関係している 。たとえばデリダはエルネストの政治にお

ける超越論性の問題についての議論に同意し 、あるいはデリダ自ら死刑を法権利の可能性

の問題として捉えようとすればそれは（準-）超越論の問題となると語っている。決定不可

能性、贈与など、超越論では論じることのできなかった局面を開こうとするデリダにとっ

て、芸術的問題に限らず、倫理的問題にも政治的にも準-超越論的問題がその核心をなして

いるのである。 

 たとえば、贈与概念においてデリダは、純粋な贈与は意識化され得ず、したがってその

存在を問うことができないというアポリアを見る。歓待についても同様である。純粋な歓

待は不可能である。なぜなら、絶対的な歓待は見知らぬ客をその出自にかかわらず敵対性

hostility に先行してもてなすことであるが、それはまた出自のわからぬものにおのれを明

け渡し、自らを危うくすることだからである。デリダが最後に関わっていた赦しについて

も同様である。人が反社会的な行為を行なった場合、その人に対して社会が示す態度には

幾つかがある。たとえば、その人を二度と社会の中に取り込むことをしないような場合で

あり、たとえば社会からの追放、あるいは決定的なマークを与えるなどである。またある

場合には、何がしかの刑罰を課し、これが果たされることによって社会復帰を許す。ある

いは、その人が再社会化されたことを確認することによって、社会復帰を認めるという場

合もある。たとえば、教育刑という考えはこれに近いであろうし、また「自らの罪を反省
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し、心から謝罪する」場合がこれにあたるであろう。しかし、デリダが問題にするのは、

このような許しではない。というのも、もし反社会的行為を行なった人が、再社会化を起

こさなかったらどうするのか。罪を認め謝罪することをしようとしない人に対して、人は

赦すことができるのか。謝罪したから許すのであれば、それば条件的許しである。絶対的

な赦しは、許す条件が全く認められない赦し難いときにこそ求められるものである。赦し

が問題になるのは、人が赦すことのアポリアの前に立ち尽くし、赦すことが不可能である

と思われるまさにその瞬間である。 

 以上のように、贈与・歓待・赦しのいずれにおいても、それが絶対的なものであろうと

すると直面せざるを得ないアポリアの経験にこそ、それらの最も革新的な局面が開かれる。

では、これらの経験がどのような意味で準-超越論を要請することになるのであろうか。 

 たとえば、絶対的な赦しがその不可能性の前にでなければ成立しないと考える理由とし

て、デリダはたとえば次のように語る。「赦しがあるためには、取り返しのつかないことが

思い出され、それが現前し、その傷が開いたままでいることを要求します。」（Pour que 

pardon il y ait, il faut que l'irréparable soit rappelé qu'il reste present, que la blessure reste 

ouverte.）ここで言われているような「取り返しのつかないこと」「傷」が想い起こされる

ことが必要なのである。しかし、それはまた想い起し、語ることが不可能な出来事でもあ

る。贈与・歓待・赦しは理性による交換可能性・計算可能性とは異なった次元に存在して

いる。贈与には「どこまで与えれば贈与は十分となるか」という計算する尺度は存在しな

い。どこまで人を歓待すれば十分なのか、どこまで赦せば十分なのか。それらに尺度はな

い。 

 そのような不十分さこそが、つまりは十分な贈与・歓待・赦しの不可能性こそが、贈与・

歓待・赦しを構成する条件なのである。ここにこそ、それらの経験が超越論ではなく、そ

の不可能性までも含みこんだ準-超越論を要請する理由があるのである。そして、おそらく

は芸術的経験とは、その翻訳・横断・変換能力などによって、その不可能性を記憶し想い

起こす力なのである。 

 

 

6 結び 
 

 デリダは表現における非表現的なものを問うことを通して、芸術を「痕跡」による負債

への応答としての rendre と考えた。芸術は超越論的な思考を傷つけ、崩壊させる。準-超越

論は、超越論的な思考の不可能性に関わる。かくして超越論から離反したデリダの芸術論

は、普遍性を求める思考には還元できない政治・倫理・詩の交差する先端（pointe）・決断

（décision）の場において、いかにして契約的諸関係や権利・義務関係に先行する他者関係

を保持し、他者への「前‐起源的信頼性」（fiabilité pré-originaire）を獲得するかという歓

待につながる問いになった。芸術は感性的作品の制作ではないし、内面性の再現前でもな

く、芸術は論証し得ない「前-起源的信頼性」の「痕跡」を「証言」することである。芸術

的超越は、感性的なものの中に超感性的なものが存在することではない。 
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 贈与・歓待・赦しがアポリアをもつことをデリダは強調する。赦し難いものを赦さなけ

ればならないというアポリアの経験、そのような不可能性に直面することが重要だという。

キュブラー・ロスが『死ぬ瞬間』において考え続けた「死の受容」、それは最も受け入れ難

いものをいかに受け入れるかという問題であった。それらには、不可能性を見出し、不可

能性に耐え、不可能性を受け入れること、という共通するものがあるように思われる。ア

ドルノはベケットの劇についての著作において、次のように述べている。「どんなに涙を流

しても、鎧を溶かすことはできない。そこには涙の乾いた顔が残るだけである。」デリダも

アドルノも安易な「乗り越え」を厳しく批判したが、彼らが考える芸術的超越は、芸術の

力によって何かを乗り越えるのではなく、むしろ逆に超越の不可能性の前にたたずみ、盲

者のように手探りでゆっくりと進まなければならないことを教えるものであった。アドル

ノはホルクハイマーに宛てて次のような手紙を書いたことがある。「自己を乗り越える超越

ということこそ、神学的にのみ把握できるもののように思えます。」ここで、アドルノが「の

み」と言っていることを重く取らなければならないであろう。デリダは、「喪の仕事」が簡

単に行なわれ、乗り越え難い傷が忘れられてしまうことに注意を促す。乗り越えることの

困難、そのアポリアの経験によってこそ超越は保持されるのである。 

 

Hiroki AGARI 
Derrida, Adorno, Heidegger 
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世界ラテン化におけるハイデッガーとデリダ 
 

港道 隆（甲南大学） 

 

 

 ハイデッガーとデリダ、錯綜したこの二人が切り結ぶ地点で事柄を整理するために、私

は暴力的に単純化した命題から出発したい。ハイデッガーの思惟は宗教の思惟ではないが、

宗教的次元に開かれている。デリダも然りである。その上で私は、現在自分の関心が向い

ているテーマに沿ってお話しができればと考え、現在、地球を席巻しているグローバリゼ

ーションをどう考えるかという観点を選んだ。経済のネオリベラリズムを楯に貧富の差を

ますます拡大しつつある国際資本と国際機関の動きに始まり、政治的には冷戦以後の戦争、

宗教的には「原理主義」の台頭や回帰と呼ばれるもの、正義が問われるこうした事態を哲

学的に、いかに考えたら良いのか？ハイデッガーが「ヨーロッパの世界化」と呼び、存在

の思惟から一定の答えを出そうとした問題であるが、デリダはそれを mondialatinisation「世

界ラテン化」と呼んでいる。最小限の定義を挙げれば、それは「神の死の経験としてのキ

リスト教と遠隔科学技術資本主義との同盟」である。物、貨幣、サーヴィス、人、そして

情報が国境を容易に通過するようになるグローバリゼーションが至るところで惹き起こし

ている困難はしかし、従来のナショナリズム／インターナショナリズムという対立項では

思考し得なくなっている。デリダ流に言えば、「現実」なるものがそうした対立項を脱構築

しているのだ。 

 政治制度と法概念、経済体制と日常生活様式、さらには哲学的・学問的な概念とレトリ

ック、そして英語に代表されるヨーロッパ言語がますます世界化するならば、その世界化

と、それが生み出す「ニヒリズム」は、アンチ・キリスト教の形態をとる動きまで含めて、

世俗化したキリスト教の動きとして見なくてはならない。そこに「世界ラテン化」という

呼称の意義がある1。しかし、後に見るように、例えば哲学的言語で、例えば英語で religion

「宗教」なるものを中立的に論じることができるのか、「宗教」を論じる時、それはキリス

ト教のカテゴリーで他の宗教をも考えることにはならないか？しかも論じる哲学的言語が

同じ伝統に属していたら何が起こるのか？こう問う時、問題はさらに錯綜してくる。なぜ

なら、心安らかに「宗教」を語ることそれ自体が「世界ラテン化」をさらに促進するかも

知れないからだ。 

                                                        
1 『哲学への寄与』でハイデッガーはこう言っている。「最も致命的なニヒリズムは、人が自らをキ

リスト教の庇護者と称し、あまつさえ、社会的業績に基づいて、自分たちのために最もキリスト教

的なキリスト教精神を要求するということに存している。このニヒリズムは、それが完全に身を隠

し、大雑把なニヒリズムと呼ばれてしかるべきもの（例えばボルシェビズム）に対しては厳しく、

かつ正統に自らを区別するということの内に、危険性の全てをもっている。［……］ニヒリズムの極

限の二つの対立形式が、相互にしかも必然的に最も激しく闘い合うとき、この闘いはどっちみちニ

ヒリズムの勝利に、すなわちニヒリズムを新たに固定することに到るのであり、おそらく、ニヒリ

ズムがなおも信仰していると考え続けることを人が自らに禁ずる、という形を取るのである」

（151-152 ページ）。 
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１．聖なるものと信との解離 
 

 私は問題提起のために、主にデリダの論文「知と信——単なる理性の諸限界における「宗

教」の二源泉」を参照する2。これは正面からハイデッガーを論じたテクストではないが、

いつものようにデリダは、「対決」のための最大の参照項としてハイデッガーを取り上げる。

その理由は、ハイデッガーが「宗教」、とりわけキリスト教との間に極めて特異な関係を結

んできたからだ。 

 ハイデッガーは、ヨーロッパを始めとして全世界を覆い尽くす観のある近代科学技術の

支配を「技術への問い」では Ge-stell と呼び、『哲学への寄与』においては Machenschaft als 

Herrschaft des Machens und Gemächtes「作ることと作り物の支配としての工作機構［作為構

造とも訳される］」3と呼んでいるが、彼はそこに存在神学としての形而上学とキリスト教

との Ge-stell への共犯関係を見てとった。第一に、ユダヤ‐キリスト教の創造思想と、そ

れに対応する神表象（Gottesvorstellung）は、「原因‐結果‐連関」（Ursache-Wirkungs-Zusam- 

menhang）によって存在を理解し、今や神は「自己原因」（Causa sui）になり、存在者は被

造物（ens creatum）になる4。第二に、信仰としてのキリスト教は、Ge-stell が蔓延させる

ニヒリズム5を覆い隠すよう機能する6。ただし、キリスト教信仰が隠蔽する Ge-stell そのも

                                                        
2 Jacques Derrida, Foi et Savoir, Eds. du Seuil, col. Points, 2000. 「信仰と知：たんなる理性の限界内に

おける「宗教」の二源泉」、松葉祥一・榊原達哉訳、『批評空間』1996 年、II-11、1997 年、II-12、II-13、
II-14。 
3 それは、何ものかが「自らを‐自ら‐によって‐作る」（Sich-von-selbst-machen）ことであり、「テ

クネーとその視座から遂行されるピュシスの解釈」である（S. 126、137 ページ）。ハイデッガーは

Machenschaft の変遷に３段階を指摘している。「第一の元初の」ギリシアの思惟においては、「ピュ

シスの力の剥奪（Entmachtung）」が生じる時には、Machenschaft はまだ、その完全な本質において

は前面には現われてはいない。それはエネルゲイアにおいて極まってくるに過ぎない。第２は、中

世の現実態 actus 概念においては、Machenschaft が前面に現われてくる。そこで起こることは、ユダ

ヤ‐キリスト教の創造思想と、それに対応する神表象（Gottes-vorstellung）であり、そこでは「原因

‐結果‐連関」（Ursache-Wirkungs-Zusammenhang）がすべてを支配するようになる。Causa sui であ

る。存在者は ens creatum、創造されたものになるのだ。それは、ピュシスからの本質的な遠ざかり

であり、近代における Machenschaft の全面的支配への移行である（S. 127、137 ページ）。古代ギリ

シアからキリスト教にいたる存在神学としての形而上学は従って、近代技術の支配を準備したこと

になる。 
4 『技術への問い』「すべて現存するもの（alles Anwesende）が原因‐作用連関の光の中で描かれる

（sich darstellen）ところでは、表象（Vorstellen）のために神でさえ、聖なるところも高きところも、

その遥かさの神秘的なるところも喪失しうる。神は、因果性の光の中で、一原因へと、causa efficiens
［作用因］へと成り下がりうるのだ。神はその時、神学の内部でさえ哲学者たちの神になる。すな

わち彼らは、秘蔵されざるものも秘蔵されたものも作為の因果性に従って規定し、その際、当の因

果性の本質の由来を沈思することがない」（S. 34、47 ページ）。 
5 存在が存在者から根本的に立ち去ってしまうという存在の本質現成（Wesung des Seyns）である

Machenschaft には、それに呼応する体‐験する（Er-leben）ことが共に属している。それは「表象‐

定立されたものとしての存在者を、関連の中心としての自己へ向けて関連づけ、そのようにして「生」

（das Leben）の中へと関係づけ入れること」を意味する（『哲学への寄与』、p. 128、140 ページ）。「騒々

しい体験‐酩酊」（lärmenden »Erlebnis«-Trunkenboldigkeit）の中で、「根こぎ」（Entwürzelung）「脱神

聖化」（Entgötterung）「脱魔術化」（Ent-zauberung）としての近代のニヒリズムが蔓延する（同、S. 139、
150 ページ）。 
6 最も致命的なニヒリズムは、ひとが自らをキリスト教の庇護者と自称し、あまつさえ、社会的業

績に基づいて、自分たちのために最もキリスト教的なキリスト教精神を要求するということに存し
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のをハイデッガーが、デリダのように「神の死の経験としてのキリスト教と遠隔科学技術

資本主義との同盟」とまで判断するか否かは定かではない。 

 その一方で彼は、『寄与』において「最後の神」（der letzte Gott）を語っている。それを

彼は「既在の神々に対する、とりわけキリスト教の神に対する全く別の神」と形容してい

る。古代ギリシアの複数の神々ではなく、「最も唯一的な唯一性」をもち、それがシュピー

ゲル誌のインタヴューの副題「かろうじてただ神のようなものだけがわれわれを救うこと

ができる」の「神のようなもの」と同じものならば、それは救う神でもあるだろう。それ

をどう考えれば良いのか？ 

 Ge-stell の支配の下で、あらゆる存在者は自明なもの、計算可能なものとして動員され、

仕立て上げられ、備蓄・管理・利用されるが、その中で存在は存在者のもとを立ち去って

いるという窮迫が拡がっているにもかかわらず、それは窮迫として理解されていない。古

代ギリシアでの存在経験において人間は、自分が無力なままに世界に内に被投されている

という圧倒される経験から出発して、世界の内で存在者の間に区分を設立し、自らの居場

所をも確保していた。そこには人間に手が届かない聖なる神が現前し、世界を可能にしな

がら天災として世界を襲う自然が潜んでいる。今や人間は、その圧倒される経験を忘れ、

思い上がるのに応じて、神々は世界から逃亡する。聖なるものを忘れるのだ。この窮迫か

ら脱却し、存在との原初的な関係のチャンスを与えるのが「最後の神」の Wink であり、

それは、人間の傍らを通り過ぎる（vorbeigehen）働きとして発せられている。存在の本質

現成の響きへと「来るべき者たち」を共鳴させ応答させるチャンスである。このような図

式は、1935 年の「芸術作品の根源」における神殿の建立、同じく 1935 年の『形而上学入

門』における古代ギリシアのポリス、そして神の待望を準備する近代の詩人ヘルダーリン

の読解に通じていると思われる。とりわけヘルダーリンは、神々が逃亡した時代にあって、

新たに待望する神に場所を与え、天と地、死するものと神的なるものとのいわゆる Geviert

をもたらし、民族に言葉を与えることによって、それを引き継ぐ思索者、国家建設者の犠

牲の下に「来るべき」民族を結集する道を拓いた最高度に重要な存在である7。ここまで来

てハイデッガーは、あたかも
．．．．

預言者のように「キリスト教とは全く別の」宗教を準備して

いるのか？そうではない。Ge-stell が極まればこそ可能になる新たな存在経験を準備するだ

けであり、必然的に神はその経験に含まれる次元である。存在の思惟は「宗教」ではない。

それには従って条件がある。信仰の排除である。 

 ハイデッガーは、思惟の中には信仰の場所はないと繰り返し強調してきた。「キリスト教

                                                                                                                                                                   
ている（同、S, 139-140、151 ページ）。 
7 「技術の本質はなんら技術的なものではないのだから、技術への本質的な熟慮と技術との決定的

な対決は、一方では技術の本質と似ていながら、他方ではそれとは根本的に異なる領域の中で起こ

るのでなければならない。そうした領域が芸術である」（『技術への問い』S. 42、62 ページ）。 
 『ニーチェ』講義ではこう言われている。「ヘルダーリンとニーチェは、この相克を取り出すこと

によって、ドイツ人の本質を歴史的に見いだすという課題に一つの疑問符を投げかけたのである。

私たちはこの疑問符を理解するであろうか。確実なことはひとつ、歴史はもし私たちがそれを理解

しなければ必ず仕返しをするということである」（薗田宗人訳『ニーチェ』I、130 ページ、また『ニ

ーチェ、芸術としての力への意志』、全集 43 巻、122 ページ）。 
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哲学なるものは存在せず、そうしたものは「木製の鉄」でしかない（『現象学と神学』）8。

「哲学は……原理において無神論でなければならない」9。哲学は、根源的なキリスト教信

仰にとっては愚行である」「この愚行の中にこそ哲学は成立する」10。その上、存在神学は

ハイデッガーにとって「破壊」の対象であった。こうして宗教的な信仰、信じることをハ

イデッガーは徹底して思惟から排除する。それは、宗教以前にも、以外にも、何ごとかを

軽々しく信じたり、何らかの権威に盲目的に同意することでもあるだろう。（こうした徹底

した軽信批判は哲学的営為なら継承するのは当然である。）以上のようなハイデッガーの身

振りから明らかになることは何か？それは、「聖なるもの」（das Heilige）「神的なもの」「唯

一の神」を肯定しながら、それに対する信仰を徹底的に拒否する可能性である。「ヒューマ

ニズム書簡」でも同じように神を語っているが11、それについてハイデッガーは、1953 年

の「福音書アカデミー」における発言でこう言っている。「『ヒューマニズム書簡』の一節

が語っているのは専ら詩人の神であって、啓示の神ではない」。啓示の神ではない、すなわ

ちキリスト教の信仰の神ではない。「神学」の神ではない。ギリシア‐ヘルダーリンの伝統、

ないし原‐キリスト教の伝統から「聖なるもの」を肯定しつつ、その分だけ激しく教条主

義と信仰とに抵抗する（原理主義的批判）。こうして、信仰と神、少なくとも信仰と「聖な

るもの」は解離しうることが示されている。 

 デリダが留保を示すのは、信仰に対するこの抵抗にである。そしてハイデッガー自身の

思惟にデリダは、「信じること」の肯定を探り当てている（問いに潜む Zusage［承諾、応

諾、約束］「言葉の本質」『言葉への途上』）12。しかし、ここでは詳しく追えないが、『寄

                                                        
8 Phänomenologie und Theologie, Klostermann, 1970, S, 32、45 ページ。 
9 Phänomenologische Interpretation zu Aristoteles, GA 61, S. 197. Martin Heidegger, Interprétations phe- 
noménologiques d’Aristote （texte bilingue）, traduit par J.-F. Courtine, T.E.R, Trans-Europ-Repress, 
Mauvezin, 1992, p. 27. 
10 Einführung in die Metaphysik, GA 40, S. 9、平凡社 22 ページ。 
11 『ヒューマニズム書簡』からの引用。「存在の真理から初めて聖なるものの本質が思惟されうる。

聖なるものの本質から初めて神性の本質が思惟されうる。神性の本質の光の内で初めて、「神」とい

う語が何を名づけるべきかが思惟され言われうるのである（『道標』、444 ページ）。また、「同一性

と差異」。「Causa sui。それが哲学において神に相応しい名前である。この神に人間は、祈ることも

犠牲を行なうこともできない。Causa sui を前にして人間は、怖れに満ちて跪くことも、楽器を演奏

し歌い踊ることもできない。かくして無‐神の思惟は、哲学者たちの神を放棄するよう強いられる

と感じるが、それはおそらく、聖なる神により誓いのだ。だが、それが意味するのはただ、その思

惟が存在‐神学がそう思いたいよりも、聖なる神により開かれているということに過ぎない（fr. P. 
306）。 
12 デリダはしかし、1953 年の「アナクシマンドロスの箴言」の次の一節に注目している。それは当

の箴言全体をドイツ語に翻訳した後にハイデッガーが付した一節である。 
 

 われわれはこの翻訳を学問的に証明する（beweisen）ことはできないし、また何らかの権威を

当てにしてこの翻訳をただ信仰する［信頼する、信じる］（glauben）ことも許されない。［言外に

「学問的な」］証明［証拠］の射程は短すぎる。信仰は思索［思惟すること］の中にはいかなる場

も持たない（Der Glaube hat im Denken keinen Platz）」。（「アナクシマンドロスの箴言」『杣径』全

集 5、p. 419） 
 

この翻訳を、権威を当てにして信じることも許されないし、この翻訳が学問的に証明しうると信じ

てはならないし、他の人の翻訳が学問的と称して別の翻訳を提出しても、それを信じてもいけない

のだ。日常的な盲目的信仰や信頼ばかりでなく、学問的な証明さえ無条件に信頼し信仰してはなら

ない。信じることが問いの動きを制限するのであれば、それは当然のことだ。デリダはしかし、ハ
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与』の 237 節でハイデッガーが、表象を超えた「本質的な知」（das wesentliche Wissen）は

「真理の本質の内に自らを保つこと」（das Sichhalten im Wesen der Wahrheit）であり、それ

は同時に「信じること」（der Glaube）であると言って、彼自身が「信」を肯定しているこ

とを考慮すると、議論はさらに錯綜するであろう。錯綜するのは、その「知」「信」を彼が

「根源的な問うことなるもの
．．．．

」だと言うからであり、ところが Zusage は問いの奥底に潜む

次元だからだ。 

 

 

２．二源泉 
 

 デリダの方はむしろ、ハイデッガーに「信」の次元を指摘し、自らも積極的に肯定する

ことによって、自らの思惟を「宗教的次元」に開いたものにする。デリダは、「宗教」には、

さらには「宗教的次元」に開いた思惟には、互いに異質な二つの源泉があると言う。第一

は「信」の経験である。信じること（croire）、信用（crédit）、信仰の業（acte de foi）にお

ける信用に基づくもの（le fiduciaire）、ないし信頼に足るもの（le fiable）、また、忠誠＝誠

実（fidélité）、盲目的信頼（confiance）への呼びかけ、証拠や証明的理由や直観を常に超え

た証言要素（le testimonial）等々。ハイデッガーの Glaube, Zusage はその次元にある。第二

は、無傷なもの（l’indemne, le sauf, l’immum）、神聖化性（sacralité）、あるいは聖潔性（sainteté）、

聖なる（heilig, holy）経験。respect［尊敬］、pudeur［恥じらい、慎み深さ］、retenue［慎み

                                                                                                                                                                   
イデッガーの思惟の動きの中に、問いに先立つ「信じる」次元を指摘する。とりわけ『精神につい

て』のある長い注で彼は『言葉の本質』を取り上げ、言葉の本質を問い質す時には既に、言葉がわ

れわれに語りかけているのでなければならない、とハイデッガー自身が認めていることを指摘する。

思惟に固有なことは問うことではなく、問いに到来するはずのことがそこで約束されている言葉そ

のものに耳を傾けることだと言う（Zusage）。言葉がわれわれに既に語りかけていることに耳を傾け

ることは、言葉を、言葉が語りかけてくることを信用するということに他ならない。『存在と時間』

の冒頭で、問う「われわれ現存在」が「われわれ」自身の先理解を問うと言う時、われわれは自分

先理解を証言することになるが、実存論的分析論は、その証言を信じることなくして進むことはで

きない。この「相手を信じる」こと一般は、何も特別なことではなく、われわれが話し始めるや常

に既に前提されている「約束」であり、oui である。いかなる契約にも先立つ「契約」である。他者

を信じ、他者を受け入れるという「約束」である。Zusage: 
 

我々はいま言葉に問いかけている、つまり、言葉の本質を尋ねようとしているのですが、それな

らば、我々はすでに、言葉そのものから語りかけられているはずです。［……］問いかけ（Anfrage）
であれ、問い合わせ（Nachfrage）であれ、問いかけつつ関わっているもの、問いながら追い求め

ようとしているものの方が、常に、あらかじめ我々に語りかけている必要があります。どんな問

いでも、問いの発端は、まさに問われているものからの語りかけの内部にこそ住みついているも

のなのです。 
［……］問うということは思惟活動の本来の身の振り方ではなく——問われるべきことの方が語り

かけてくるのに耳を澄ますことである、ことを知ったのです。［……］『技術についての問い』と

題する講演の末尾で、比較的最近のことなのですが：「つまり、問いかけとは、思惟活動の当然誠

実に行なうべきこと（Frömmigkeit）なるが故に。」と私は述べておきました。正に然るべき（fromm）

というのは、この語の古い意味で用いられています：まさにあるべきという意味で、ここでは、

思考活動が思惟すべきはずのものにつき従うという意味なのです。［……］思考が本来ねすべき振

舞とは、問うことではあり得ず、語りかけを聴くことでなくてはならない（『言葉への途上』、全

集 12 巻、210-211 ページ）。 
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深さ、節度、自制］、inhibition［抑制、制止、気後れ］、Achtung（カント）、Scheu［物怖じ、

怖れ］。デリダはそれを halt（e）「休止、休息、止まれ」という価値から考えている。「そ

こで止まれ、それ以上手を出してはならない、足を踏み入れてはならない、等々」。それは

計算不可能なものである。ハイデッガーの「最後の神」や「聖なるもの」を前にした「慎

み」（Verhaltenheit）、また「放下」Gelassenheit はそれに属す13。この二つを混同すべきでは

ない。無傷なものを神聖化しつつ信じない（ハイデッガーの「最後の神」）ことも、他の人々

が信仰する「聖なるもの」に敬意を覚えながら自分は信じていないことも可能であり、逆

に、私にはアクセス不可能な事柄についての他者の証言を信じつつ神聖化しないことも可

能である（ex. 自然科学のミクロの世界）。ここからはデリダの議論を暴力的なまでに単純

化して列挙して行く。 

 

（1）あらゆる発言は存在の、あるいは他者の呼びかけに対する応答である。それは「私」

を起源としない限り前‐根源的である。あらゆる発言には、言葉を信じるという応答（oui, 

yes）が含まれている。これはハイデッガーの die Sprache spricht の次元にあり、問いもま

た Zusage である。そこから、軽々しく信じる可能性を払拭することはできず（無根拠）、

この「信」なくしてどんな知も社会関係も可能ではない。 

（2）「信じる」oui, yes とは約束である。言語行為としてのあらゆる約束以前の約束である。

                                                        
13 ハイデッガーは根源的な「信」を Sichhalten と表現していたが、それは sich aufhalten［滞在する］、

verhalten［控える］と共に、halten から読み直すことができるであろう。 
 

 神及び女神の神性に対するギリシア的関係は、一個の信仰でもなかったし、religil 即ち神への

恐れといったローマ的意味での宗教でもなかった。 
 明朗にして静穏、それはこの神域をめぐって薄絹のようにそよいでいたが、然しまたそれはギ

リシア的生存が持つ明るきもの一切と同じく、運命の暗さをそれ自身のうちに守っており覆蔵し

てもいるのであった。この明朗にして静穏なるものが、省察をかの単純なる諸連関へと向けるべ

く、即ち、その中においてこの偉大な民族がその滞在を見出していたところのものへと向けるべ

く、勇気づけるのであった。この滞在が、ギリシア民族に、大地と天空とを、故郷のものにして

故郷ならざるものとして、等しく近く聞き取り且つ祝うことを、許し与えたのである（『ヘルダー

リンに寄せて』、全集 75 巻、280 ページ）。 
 
……果たしてわれわれになお一個の滞在が与えられるであろうか、またそのどのようにしてであ

ろうか、即ちかの損われることなき見えざるものよりして成育したる形成と活動との、故郷に住

まう諸力、それらがなおそれにとっては蓄えられている、そのような滞在が可能であろうか……

むしろその前に、技術的科学的に工業化された世界が、逸早く確実に、上昇する可能性を作り出

しており、その結果として現代の人間は到る所で家郷にあるかのように満足してしまう、そうい

う事になりはしまいか？…… 
 
 このような天命の引き留めようもない様相は、かならずやその場合、人間に一個の滞在を与え

る事を拒むに違いない。死すべき定めの者から、神に仕える形成と活動とを要求する、そういっ

た語り掛けに自らを差し向ける、そのような滞在を、天命は拒むに違いない。実はかかる滞在を

通して断固、あれら人間の利用のためにのみ焦りに逸る発明の類は阻止されるべきであろう。人

間を機械に順応させることにおいて完成されて行く、あの人間本質の醜悪化とその増進は、断じ

て食い止められねばなるまい。而もそうした過程はまさに、同時にこれらの業績に呼応する賛嘆

をすら併せて製造しており、かくして人間を自ら固有の作為の中へと巻き込まんとばかりけしか

ける底のものなのである。それだけに事は重大だと言わねばならぬ（『ヘルダーリンに寄せて』、

全集 75 巻、273 ページ）。 
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約束は未来を開く。それは応答として、他者を歓待するという約束であり、存在の、他者

の未来を信じることであり、その未来への責任が発生する。 

（3）証言という現象は、この前‐根源的な「信」と「無傷なもの」という二源泉が交わる

地点に起こる。証言には、言葉を信じるという約束を基に、「真実を言う」という約束と「信

じてくれ」という要求を含んでいる（キリスト教の世界では、証言はしばしば誓約の下に

行なわれるが、フランス語では誓約を foi jurée という）。たとえ嘘によって相手を欺くにせ

よ、「真実を言う」との（誠実な）約束が嘘の条件である。証言者は、証拠には還元しえな

い真実を証言している。後になって、証言した「内容」が間違いであることが判明しても、

私の証言が嘘、偽証だということにはならない。私が、自分の体験したことの真実を証言

したことに変わりはない。どれほど「ありえない」真実であれ、あるいはそうであればこ

そ、その「真実」は証拠から別扱いされるべき、無傷な、無事に、聖なるものとして護ら

れるべきものである。証言する私は相手に、「あたかも奇跡を信じるかのように私を信じて

くれ」と要求する。証言がしばしば「奇跡」の問題に行き着くのは偶然ではない（愛の証

言、キリストの奇跡の証言、UFO の証言、等々）。 

 逆に、他者から証言を受け取り、それを信じることは、他者に oui, yes と応えることで

もある。これは騙される条件でもあり、他者の言うことに問いを発する、ないしは疑いを

かけることの条件でもある。この「信」はそれほど特別なことではない。たとえ後から否

定するにせよ、他者の言うことを信じることなくしていかなる社会関係も、Mitsein もあり

えない。この「信」は従って、私が自分で一から確認することのできない蓄積された知識

を信じることでもあり、それに基づいた技術的操作の条件である。広松渉がその成立ちを

追求した「共同主観的世界」の可能性の条件である。とすれば、宗教の一つの源泉となる

信仰と（時に批判的な）「知」（理性、哲学、科学技術）とは同じ「信」から発生している

と言わなくてはならない。 

（4）ところが、「真実を言う」という証言の約束も、それを「信じる」という約束も、約

束である限り、約束を記憶に保持して約束を果たすという確約でもある。約束の oui は、

起源において常に既に二重化されている。oui, oui。この反復がなければ約束は一瞬で跳び

去ってしまい、約束ではなくなってしまう。従って反復が約束の条件である。しかし、ひ

とたび二重化されるや、それは機械的反復がそこに忍び込むことを止めることはできない。

技術的な、自動的な、（心ここにあらずの）機械的
．．．

な反復に堕落する危険なくして約束はな

いのだ。証言の誠実さに不誠実さが忍び込む可能性を払拭することは不可能である。嘘の、

偽証の、「根本悪」の可能性は、起源において最初から発生しているのである。（証言する

真実が「非真実」へと分離する。偽証に包まれる「真実」が、証言と分離して反復される

＝記憶され「非真実」として記憶される。証言を信じると約束する側でも同じことが起こ

る。「信じる」との約束は機械的な反復を免れず、相手の偽証に対する疑念が発生するとと

もに、「内容」を疑う余地も発生する。「信じる」「疑う」「信じない」は、一つの源泉に由

来する。無傷であるべきものを無傷にしておかない理性的批判と技術の可能性が生まれ

る。）同じ「信」に由来しながら機械的反復と計算による操作を開発することによって知識

と技術は、そしてそれに基づいた資本主義は、「慎ましさ」を忘れ、何ものも手つかずのま
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まに置かないように見える。有機的なものを解体し、固有性を奪い、局所性を失わせ、根

づいたものを根こそぎにし、特有言語を浸食して行く。グローバリゼーションの現代では、

その動きはますます強まり速度を速めて行く。だからといって、科学技術がすべての「聖

なるもの」を破壊するわけではない。それは自己正当化をするために、自ら「聖なるもの」

を機械的に生産する（空想的社会主義／科学的社会主義：信憑性の戦争、世界ラテン化）。

それに対する、無傷なものの危機に対する「宗教的なもの」、さらには「宗教」からの反動

も自動的、機械的である。機械的なものに対する機械的な防衛は、indemnisation［無傷化］

である。しかも、既に存在する技術と折り合いをつけつつ、技術を利用せずには、技術を

攻撃することはできない（自己免疫）。（ハイデッガーの場合、キリスト教まで含めた Ge-stell

が人類と世界全体に及ぼす普遍的な危機を超克するために、「来るべきドイツ民族」という

場所を indemne 化し、そして彼の特有言語に閉じ籠る。それは、彼の民族‐主義をもって

（ナショナル）世界を救う（インターナショナル）の組み合わせである14。） 

 

 

３．否認 
 

 ハイデッガーのキリスト教に対する関係はアンビヴァレントなままであったように見え

る。保守的なカトリックの家に生まれ育ったハイデッガーは、個人的な事情も手伝って、

1916-1917 年頃を境にアンチ・カトリックへと立場を変えた15。それでも 1921 年にはカー

                                                        
14 「宗教」と「宗教的なもの」の反動が力をもつためには、高度な遠隔技術に訴えざるを得ない。

マスコミ、インターネット、電子メディアとの共犯関係を根絶することはできない。もとより、固

有性の喪失を促進する科学技術の方も、地球温暖化や環境汚染によって、科学技術の存立基盤を危

険に晒し、信憑性、信頼性を失いつつある。信頼性をつなぎ止めるには何らかの indemne が必要に

なる。 
 この論理を生命というトポスで考えてみる。「生けるものの宗教とはトートロジーではないか？」

とデリダは言う。その通りであろう。religion であろうがなかろうが、生命を「無傷のもの」と考え

ない宗教も哲学も科学もないであろう。ところが、現代の生命科学は、遺伝子レヴェルで「生命」

を操作の対象にしている。しかしそれは、「生命を救うため」というまさに indemne の名の下に行な

われるのだ。その際、動物実験によって多大な生命が犠牲にされる。生命を救うために生命が。も

ちろん、技術的には過渡的な問題であろうが、同じ構造は心臓移植に典型的に現われている。従っ

て、宗教を名のるか否かにかかわらず、生命科学技術が提起する「倫理問題」なるものは、自己免

疫のパラドクスに他ならない。 
 ところが、生命科学技術に対する「宗教」からの反動もまた逆説的である。キリスト教保守派の

ブッシュ政権は、生命科学の最先端でありながら、人間を対象にしたクローン胚の研究を禁止して

いる。「近寄るな」と。科学技術と、それを支えてきた宗教とのパラドクスである。こうしたキリス

ト教からの反動は、堕胎と女性の人権に対しても向けられ、胎児の生命を救うという名目で、堕胎

を行なう医者が殺されるというパラドクスまで生んでいる。あるいは、遺伝子操作技術について、

われわれがどのような意見をもつにせよ、その研究を阻止することは、その技術によって生き延び

られる生命を犠牲にすることになる。人間の生命をサクリファイス＝犠牲にしないことを誇ってき

た宗教、犠牲を犠牲にしてきた宗教は、別の他者の犠牲の上に成り立っているのである。 
 キリスト教内部からの反動を受けながらも、現代のグローバリゼーションは、かつてフーコーが

bio-power による bio-politics と呼んだ動きの中で、救うべき生命と奪ってよい生命との線引きのパラ

ドクスの中で進まざるをえない。とすれば、技術の側も宗教の側も「生命を尊重する」という indemne
の名の下に生命を犠牲にするという auto-immunitaire「自己免疫」のパラドクスに嵌り込む。とすれ

ば、そこには宗教か技術かという二者択一はありえない。 
15 フーゴ・オット『マルティン・ハイデガー ― 伝記への途上で』、北川東子他訳、未来社、1995



世界ラテン化におけるハイデッガーとデリダ（港道隆） 
ⓒ Heidegger-Forum vol.1 2007  

 94 

ル・レーヴィットに、自分は「キリスト教神学者」だと書き送っており16、1920-1921 年に

は一連の「宗教の現象学」講義を行い、1927 年には講演「現象学と神学」で信仰の学とし

ての神学と無前提の学としての哲学との関係と接点とを語っていた彼は、その後、この講

演で明確にした神学と哲学との異質性を次第に強調し、思惟から信仰の要素を一切排除す

る道を進んだ。その上、次第にキリスト教、少なくともローマ・カトリックに対しては仮

借ない批判を向けることになる。曖昧さは、彼が自分の過去の仕事を撤回したことがない

ところに由来する。存在の思惟をキリスト教から厳しく峻別したハイデッガーはしかし、

1952 年にチューリッヒ大学で、学生たちを相手に行なった有名な対話で、「自分が神学を

書くようなことがあれば、そこには存在という語は現われないだろう」と言っている17。

しかも「時にはそうしたいと感じることがある」というのだ。とすればそれは、ある一定

の伝統を形成しているキリスト教の神学以外のものではありえない。 

 ハイデッガーは啓示（Offenbarung）の信仰を拒否しつつ、より根源的な啓示の可能性

（Offenbarkeit）を思惟する。デリダはしかし、どちらがより根源的であるかは決定不可能

だと考えている。特定の歴史的な出来事としての啓示が、啓示可能性の思惟を条件づけて

いる可能性があるからだ。もしそうなら、ハイデッガーの身振りが、神の死の経験を乗り

越えた一定の原‐キリスト教の伝統からなされる（遠隔）科学技術資本主義への批判であ

る可能性を否定することはできない18。 

                                                                                                                                                                   
年、p. 139-141。 
16 「ハイデッガーの神のいない神学を解明する鍵は、私の見るところ、1921 年のある手紙にある。

彼はそこで、自分の「私はである」（ich bin）ということ、あるいは自分の「歴史的事実性」を、自

分が「キリスト教神学者」だということによって言い表わしており……（カール・レーヴィット『ナ

チズムと私の生活』、秋間実訳、法政大学出版局、1990 年、p. 49）。 
17 「存在と神とは同一ではありません。私は、存在によって神の本質を思惟しようと試みることは

決してないでしょう。あなた方の何人かはおそらくご存知でしょうが、私は神学出身で、私が神学

に古くからの愛を抱いており、神学に何ものかを聞き取らざることはありません。これから私が神

学を綴るようなことがあるとすれば——時にはそうしたいと感じることがあります——、その時には何

があろうと存在という語がそこに介入することはありえないでしょう。信仰は存在の思惟を必要と

しません。存在の思惟に訴える時、それはもはや信仰ではありません。これこそルターが理解した

ことです。彼自身の教会の内部でさえ、ひとはそのことを忘れているように見えます。私は、神が

何において神なのかを存在を用いて神学的に規定しようとのあらゆる試みを前に、この上なく慎重

です。」（”Séminaire de Zurich”m in Poésie no 13, p. 60-61, trad. Fédier-Beaufret） 
17 Jacques Derrida, “Comment ne pas parler”, in Psyché: l’invention de l’autre, Galilée, 1987, pp. 535-595
を参照されたい。 
 この身振りをデリダは「否認」として論じているが、それについては以下を参照。Jacques Derrida, 
“Comment ne pas parler”, in Psyché: l’invention de l’autre, Galilée, 1987, pp. 535-595. 
18 啓示可能性（Offenbarkeit）を追求する言説が、歴史的に事実的に起こった啓示（Of-fenbarung）
によって規定されているとしたらなおさらである。第一の兆候は、『存在と時間』における「証し」

（Bezeugung）は証言の神聖性というキリスト教の行いの反復ではないかというところにある。それ

に結びついた「良心」（Gewissen）、「負い目存在」（Schuldigsein）、「頽落」（Verfallen）、さらには「決

意性」（Entschlossenheit）という概念もまたキリスト教のものなのではないか？存在論的反復である。

デリダはそう指摘しているが、ただし指摘を展開するところまでは行っていない。そして実際、『現

象学と神学』においてハイデッガー自身が、神学の「罪」の概念と「負い目存在」の関係を言い表

わそうとしている。それはしかし、『存在と時間』時代に限られるのではないか？確かに。しかし、

後のハイデッガーは前言を撤回するという身振りをしたことがない。第二の兆候。ハイデッガーの

思惟は常に、キリスト教神学者たちに影響を与え続けたことは知られている（Cf. John D. Caputo, 
“Heidegger and theology”, in The Cambridge Companinon to Heidegger, Ed. by Charles B. Guignon, Cam- 
bridge University Press, 1993, p. 279, p. 284）。 
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４．唯一性さえも 
 

 慎ましさの中でその合図を、Wink を受け取るべき「最後の神」は存在者ではない。それ

でも、共存在する人間たちが、あるいは結集する「われわれ」民族が仕えるべき唯一の絶

対的他者である19。しかし、その唯一性そのものを問い直すべきではないか？ 

 私が言葉を話すたびに、口を開き何かを書くたびに、他者の呼びかけへの肯定形の応え

oui, yes がそこに潜み、それを支えている。あらゆる問いや否定以前にである。それは約束

を記憶する約束として常に既に二重化された oui, oui; yes, yes であるだろう。この構造をデ

リダは「メシア性」と呼ぶ。それは、例えば全くの他者であるキリストの再臨への oui、

つまり特定メシアニズムにも認めるが、メシア性にはいかなるメシアニズムの内容もない

と言う。ここですぐに疑問が沸くであろう。「なんだ、やはりユダヤ‐キリスト教の伝統の

中にいるじゃないか。それでは世界ラテン化に手を貸す以外にないのではないか」。 

 二重化された oui, yes からすれば、言葉を信じて他者の証言を私が信じるとう二者関係

が閉鎖系であるとすれば、証言の真実と嘘という根本悪との間の区別が全く消滅する（Ab- 

grund）。（レヴィナス——他者の私に対する迫害にも私には責任がある。）ここを支配するの

は最悪の暴力だということになる。従って証言は証人としての第三者を必要とする。例え

ば「神の名の下に証言する」。しかし、この三者関係にも根本悪は忍び込む。「神に誓って

                                                                                                                                                                   
 第二の兆候。ハイデッガーの思惟は常に、キリスト教神学者たちに影響を与え続けた18。『精神に

ついて』の末尾でデリダは、ハイデッガーとキリスト教神学者とのヴァーチャルな対話を構想して

いる。とりわけトラークルの詩の読解を巡って神学者たちは、「あなたがキリスト教には縁のない原

‐根源的な精神と呼ぶものこそ、キリスト教の最も本質的なものであり、私たちが目覚めさせよう

としているものです。私たちはその点で、あなたに感謝します」。ハイデッガーは応える。「トラー

クルの Gedicht が形而上学的でもキリスト教的でもないと言ったからといって、私はキリスト教に

対立はしません。頽落や呪い、約束や救済、そして復活や精神のすべてが、何から出発して可能に

なるのかを思惟しようとしているに過ぎない」と（『精神について』、拙訳、人文書院、1990 年、180
ページ以下）。『アポリア』（人文書院、2000 年）でもデリダはこう言っている。「ひとは『存在と時

間』を、キリスト教ヨーロッパにおける死の記憶がそこに蓄積されている広大な資料体の中に夥し

い数を数える他の記録の中に、遅れ馳せにやってきた短い記録として読もうという気に駆られうる」

（157 ページ）。 
 では、ハイデッガーが神学を書いた時、技術とどのように対峙するのか？例えば、今日の生命科

学と遺伝子操作技術の問題を考えてみよう。生命は indemne であるから、ハイデッガーはそれをど

こまで認め、どこから拒否しようとするのか？宗教の名の下に技術を否定しようとしても自己免疫

論理によってパラドクスに嵌り込むのであった。ハイデッガーとて例外ではない。二つの可能性が

あるだろう。Ge-stell ないし Machenschaft の極致として、一切それを認めない可能性。だが、他方の

可能性も否定しえない。問題はおそらく、技術を否定することではないであろう。一方では、存在

の思惟による「最後の神」との出会いの準備によって Machenschaft とは別の時代が開かれ、他方で

は、それに呼応して「神」とその信仰の名の下に生命技術の支配を脱して、生命技術を「神」が支

配しうるのであれば、それも認めることになるだろう。生命を救うものとして。 
 また、視点を変えて、Machenschaft に、例えばイスラーム世界の一部が問い直してきたら、ハイ

デッガーはどのように対応するのだろうか？ 
19 「最後の神は、その最も唯一的な唯一性（seine einzigste Einzigkeit）をもち、「一‐神教」「汎‐神

論」「無‐神論」が意味するものであるあの清算的な規定の外部に留まる。「形而上学」を思惟上の

前提としてもつユダヤ‐キリスト教的「護教論」（Apologetik）以来初めて「一神教」とすべての種

類の「神論」（Theismus）がある。この神の死をもって、すべての神論は没落する」（『寄与』、S. 411、
445 ページ）。 
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さえおけばよい」。従って、三者関係は第四の者を、証人の証人を、あるいは知の裏づけ（神

学、存在神学）を必要とする。ところが、デリダは「すべての他者は全く異なる」（Tout autre 

est tout autre）と言う。私が oui, yes という他者は、キリストや神でもありうるが、私が出

会う一人一人の特異な他者でもありうるし、人間でも動物でもありえ、存在する／しない

の区別に分類し得ない亡霊でもありうる。そこには respect［尊敬］、pudeur［恥じらい、慎

み深さ］、retenue［慎み深さ、節度、自制］、inhibition［抑制、制止、気後れ］、Achtung（カ

ント）、Scheu［物怖じ、怖れ］、Verhaltenheit をも認めることができる。それは宗教の源泉

の一つではあろうが、実は日常的に出会う他者の他者性に対する関わり方でもある。Halt

（e）「止まれ、それ以上は手を触れるな」、性的な関係まで含めて、他者の他者性を恥じら

いをもって尊重することだ。到来する他者への oui は、他者が何ものであるかを条件には

しない。他者に対する責任に優劣はない。メシア性が宗教的なものに開かれているとして

も、一つの宗教に呑み込まれることはない。それを「愛」と名づけるのは控えよう。キリ

スト教の愛を受け入れない者に対して、シェクスピアの『ヴェニスの商人』においてキリ

スト者がユダヤ人シャイロックを徹底的に叩きのめして改宗させるように、「愛」は暴力と

両立可能である。とすれば、あらゆる知識、あらゆる期待と予測と預言の地平を超えた他

者の歓待は、特定の宗教、例えばキリスト教に抵抗する地点を形成することができるであ

ろう。ヨーロッパの世界化にも、世界ラテン化にも。 

 

Takashi MINATOMICHI 
Heidegger et Derrida, dans le contexte de mondialatinisation 
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世界ラテン化における抵抗の拠点をめざして  

 ― ハイデガー・フォーラムの挑戦 ―  
 

森 一郎（東京女子大学） 

 

 

二〇〇六年九月十六日、十七日の二日間、東京大学本郷キャンパスにて、ハイデガー・

フォーラムの第一回大会が開催された。クラウス・リーゼンフーバー氏（上智大）の開会

の辞にはじまり、「哲学の終焉と思索の課題」を統一テーマとして、初日から活発な討議が

繰り広げられた。二日目は「デリダ ― ハイデガーと現代フランス哲学Ⅰ」の特集を組み、

港道隆氏（甲南大）の発表「世界ラテン化におけるハイデッガーとデリダ」でしめくくら

れた。会員（＝賛同人）の参加者九〇名弱に加え、一般参加者（高校生含む）も二日間の

延べで一四〇人に達し、盛況のうちに創立大会を終えられたことを、二年以上にわたる創

設準備に携わってきた実行委員の一人として、嬉しくまた誇りに思う。 

哲学者の名を冠した学会・研究会は日本に数多くあるが、これまでハイデガー研究に関

しては、その種の組織は、少なくとも全国規模では存在しなかった。マルティン・ハイデ

ガー（1889-1976）が二十世紀を代表する哲学者の一人であり、彼の思索が、田辺元や三木

清以来、近代日本哲学史のよき伴侶であったことを思えば、これは意外な事実である。と

はいえ、ハイデガー・フォーラムは、たんなる哲学専門研究組織にとどまるものではない。

哲学の意味を終生問い続けたハイデガーの思索を機縁として、現代における哲学の可能性

を信じる者たちが一堂に会し、旧来の学会的囲い込みを取り払って、自由かつ熾烈な議論

を心ゆくまで戦わせること、ここにわれわれの「フォーラム」の狙いはある。 

第一回の統一テーマは、ハイデガーの名高い同名論文（一九六四年）から採られた。こ

の題名に示された問題状況は、依然として変わっていない。いや、「哲学の終焉」という言

葉がもはや陳腐に響くほど、考えるという営みに対する不信と絶望は世に広がっている。

これは、大学で哲学科の解体の進む学界内部のリストラ問題にとどまるものではない。も

のを考えても何の役にも立たないし健康にも悪いからやめとけと、大人が若者に勧告する

時代なのである。考えることを次世代にやめさせるような人たちは、いったい何を考えて

いるのか。思考をめぐるそうした殺伐たる現状から、われわれは出発している。 

トクになろうがなるまいが、考えたくなる欲望。「そもそもＸとは？」という問いと応

答にふけるときの、うずくほどの快感。結論の出ない議論にうつつを抜かすことの贅沢な

喜び。これは一度味わったらやめられないし、やめろと言われるなら、いっそ人間やめた

ほうがいい。われわれのフォーラムは、そう言い放つひま人たちの砦でありたい。 

 港道氏は基調発表のなかで、ハイデガーの技術批判を承けてデリダが「世界ラテン化」

とあえて呼んだ、いわゆるグローバル化の時代にあって、その巨大な運動への応答＝責任

として一人一人がいかなる抵抗の拠点を見出すかが、思考の課題であると述べた。哲学的

討論の時空であるハイデガー・フォーラムが、ものをしつこく考え続ける阿呆どもの広場
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として、無思考の時代へのささやかな抵抗の拠点となればと願う。目標への道はなお険し

いが、その緒に就けたことだけは確信している。われわれは今回、「終わり」ではなく「始

まり」を迎えたのであり、かつ将来に向けて「約束」を交わしたのだから。 

 

 

 

※ 附記 

小文は、ハイデガー・フォーラム第一回大会開催後、朝日新聞記者渡辺延志氏から依頼を受けて

書いた報告文であり、若干の修正をへて、2006 年 10 月 3 日夕刊文化欄（11 頁）に、「ハイデガー・

フォーラムの挑戦 無思考の時代への抵抗」と題して掲載された。第一回フォーラムの一記録と

して、ここに収録させていただくことにした。われわれのフォーラムの活動に関心を寄せてくだ

さり、紙面に取り上げることに尽力を惜しまれなかった渡辺氏に、この場を借りて御礼申し上げ

たい。 

 


