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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



「哲学の終焉」と作ることへの問い（伊藤徹） 
ⓒ Heidegger-Forum vol.1 2007  

 35 

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。 
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