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｢行為の哲学｣の可能性 
―1930 年代のハイデガーと西田幾多郎の思索を手がかりに― 

 

相楽 勉（東洋大学） 

 

 

今日哲学の存在意義が問われる場合、その応用可能性や考察方法としての有効性が問題

になって、ともすると｢知の批判吟味｣という哲学本来の使命が二の次になる傾向がある。

だから方法的有効性のみを求めるなら、ハイデガーの哲学はナチの前歴もあることだし｢使

いにくい｣ということになる。だが、まさに｢哲学｣として真に有効な仕方で生かそうとする

場合、その哲学的業績と政治的過誤なるものを秤にかけて評論するだけでは肝心のことが

汲み取れない。｢実存論的分析｣は学的に評価できるがナチへの関与は政治的過誤というの

は、まさに｢誰｣から見た正しさなのだろうか。ハイデガー的な｢思索｣とはそういう平均的

考察のことではあるまい。 

『存在と時間』は確かに実存性一般の分析に終始し、実存論的真理が｢先駆的決意性｣と

いう実存様態に求められたが、｢可能性｣の議論に終始する分析は、たとえばクロコウによ

って｢決断主義｣と批判されることにもなった1。クロコウはさらに、ハイデガーの政治関与

は夢想的な決断主義の放棄であるが、そうすると今度は現実の政治や社会の状況に無批判

的に束縛されることになると言う2。だが、ハイデガー自身は自らの思索を一貫したものだ

と繰り返し語っており、以前の立場を放棄したとは認めないだろう。私は『存在と時間』

と政治的行動を分けて考えるべきではなく、むしろそこに一貫した｢決断｣を問うこと、つ

まりはハイデガーとは｢誰｣かと問うことが、哲学的には｢有効｣だろうと思うのである。｢国

家社会主義｣運動への関与も、｢存在の歴史｣の解釈も含めて、ハイデガーのテクストを一つ

の｢決断｣から始まる一貫した道筋として読み解き、それを通してまさにこのハイデガーの

｢決断｣に向かい合う時こそ、自分自身のハイデガーとは別の｢決断｣もまたはっきりするの

ではないか。そしてまさにそういう問い方こそ、そもそも｢哲学｣の有効性ではないのだろ

うか。 

この｢決断｣に対峙し｢決断｣を問う思索を、単なる〈ひと〉の平均的考察に対して、｢行

為の哲学｣と呼びたい。本稿はこの｢行為の哲学｣のための幾つかの手がかりを、まずハイデ

ガーが自らの｢決断｣に関して語った講義『言語の本質への問いとしての論理学』（1934 年）

から汲み取ってみたい。フライブルク大学学長辞任直後の学期に行われたこの講義は、『存

在と時間』の実存論的分析に｢国家社会主義｣的概念を代入してナチズムの理念を説明した

浅薄なものと評価されることが多いが、むしろ彼自身の｢決断｣の根拠を明らかにしようと

試みた点で、またそれ以後｢存在の歴史｣の思索がなぜ不可避のものとなるのかを明らかに

                                                        
1 クロコウ『決断 ―ユンガー、シュミット、ハイデガー』高田珠樹訳、柏書房、1990 年。 
2 クロコウは｢決断主義｣を｢本当の決断を｢決然｣として回避するうちに、決断主義は結局のところ、

他の様々の運動の単なる付随現象にならざるをえない｣と言っている（上掲書の p.122）。 
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してもいる点において重要な講義である。 

さらに、この｢行為の哲学｣を考えるためのもう一つの手がかりが、まさに同じ 1930 年代

に西田幾多郎が試みた｢行為的自己｣の思索である。西田は、少なくともこの時期にはハイ

デガーのように直接政治的状況に関与したわけではないが、それでも時代状況と多くの批

判者たちの中で、｢行為としての哲学｣を問うことになった。ハイデガーとの間には直接の

関わりはなかったにもかかわらず、両者の｢行為｣をめぐる思索には偶然とは思えない符合

と、相互に補完しあう要素がある。両者とも、自分のおかれた歴史的現実を思索するため

に｢論理学｣を問うという道を見出している。そして自らがそれを問うこと自体を｢決断｣と

して意識している。ハイデガーはまさにこの｢決断｣とは何かを問うのだが、西田の｢行為的

自己｣の思索もまた、このハイデガーの｢決断の哲学｣とかなり似た性格を持っていることが

わかる。これらを対照させると、先ほどの｢行為の哲学｣をより明確なものにする可能性が

みいだされる。両者が当面した歴史的状況の中で、自らの｢哲学｣的営為の筋を通しえたの

かどうかを考えたい。それを通じて、｢哲学の有効性｣について再考したい。 

 

 

Ⅰ ｢決断｣の哲学 
―ハイデガー『言語の本質への問いとしての論理学』（1934 年）から 

 

ハイデガー1934 年の論理学講義に｢行為の哲学｣のモデルを見出そうとする時、まず気に

なるのがこの講義題名の選択である。全集版講義録の編集者後記によれば、学長退任直後

だったハイデガーはこの講義の最初に｢論理学を講義する｣と述べ、予定されていた｢国家と

学問｣という講義題名の変更を｢断固としてあからさまに公示した｣という（GA38, p.172）。

もちろん学長退任がナチ党からの決別であったとは言い切れないし、退任後にも｢ドイツ帝

国。大学教官アカデミー｣設立を目指すプロジェクトに関わっていたことからしても、ハイ

デガーが政治関与を全くやめて非政治的な学的立場に舞い戻ったと断ずるのは早計であろ

う。この講義題名変更の理由がまず問われるべきこととなる。なぜ｢論理学｣なのか。第 1

時間目の後半から以下のような引用に注目したい。 

 

私たちは論理学そのものを、その始まりから、その根底から揺さぶり、論理学という

呼称に秘められた根源的な課題を目覚めさせ、明白に把握できるようにしようと思う。

―それは偶然の思いつきからではなく、何か目新しいことを引き出すためでもない、

私たちはそれをなさねばならない（müssen）。私たちはある必然性からなさねばならない

…（GA38, p.8）。 

 

なぜ｢否定｣や｢批判｣ではなく｢揺さぶり｣なのか。ハイデガーは自らの問いのスタンスを、

論理学を精度の高い理論を導く｢思考技術｣とみなす立場（主知主義）とも、論理学を空虚

な規範と見なす立場とも区別する。あくまで｢思考の厳密さ、厳格さ｣によって｢この呼称に

秘められた根源的課題｣を把握すると言うのである。さらに、引用後半の｢ある必然性｣に関
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連して、もう一つ引用したい。 

 

私たちは論理学を揺さぶるという課題の前に立っているが、この揺さぶりを私たちは

1934 年の恣意的｢画一化（Gleichschaltung）｣のために企てるのではない。この揺さぶりに

私たちは十年来従事しており、それは私たちの現存在の変転に基づいているのである。

この変転、それは私たち自身の歴史的課題の最も内的な必然性を意味している（GA38, 

p.11）。 

 

当時思想統制のための標語であった｢画一化｣3への言及は些細なことに見えるが、講義題

名の変更と共に彼の当面した時局に対する決意表明であったと考えられる。なぜあえて｢画

一化｣に言及して｢論理学｣を問うのか。実は、この講義全体が、この問いの｢必然性｣、言い

換えれば、この講義をする｢決断｣自体までも突き詰めて問う歩みなのである。 

なぜ論理学を問わざるをえないのか。講義の冒頭でハイデガーは、論理学が｢思考の根

本形態と規則｣に関する学であるという古代ギリシア以来の理解のうちには、「思考がある

意味で語ることであり話すことであるということが語られないままに含まれて｣（GA38, 

p.13）おり、しかもこのこと、｢思考が語ることであり、話すことである｣こと自体は語ら

れもしなければ根拠づけられもしなかったと言う。しかしながら、問われてこなかったと

いうことが、必ずしも問わねばならない理由になるわけではない。従って、思考と言語の

関係を問わざるを得ない｢必然性｣が問題の核心なのである。｢論理学｣の根本的課題を、｢言

語の本質への問い｣と考えざるを得ないのはなぜなのか。これをあえて問うのは、いかなる

｢決断｣なのか。この講義の歩みを、しばらく追ってみることにしたいが、その前にこの｢問

い｣の性格づけに注意しておきたい。 

ハイデガーはここでの｢本質の問い｣を Vorfrage と性格づけているが、これは｢行為の哲

学｣にとって重要な指摘であろう（GA38, p.19）。それはいわば｢本質に関する先入観から身

を引く｣と同時に、これまで問われなかったことの領域に先駆けて跳躍すること、｢先駆け

て問う｣ということを意味する。それはまさに｢本質｣ということ自体の理解が変わること

をも含んでいる。｢言語の本質｣への｢先駆ける問い｣は、｢言語｣にかんするこれまでとは別

の本質理解へと跳躍する｢決断｣でもありうるのである。以下において、この問いの｢決断｣

性格にも注意して行きたい。 

さて、編集上｢第一部｣とされた講義前半部は、｢言語の本質｣を｢人間の本質｣へ、それを

さらに｢歴史の本質｣に還元していくことを通じて、｢論理学を問わざるをえない｣という決

断の理由を明らかにしていく。｢言語の本質｣を考えるのに当たってまず問題になるのは｢言

語の本質｣と｢人間の本質｣の循環関係である。言葉を話すことは人間の活動の一つであるが、

｢言語｣｢ロゴス｣を持つことを人間の｢本質｣と考えるなら、ここには循環がある。｢言語の本

                                                        
3 この｢画一化｣は、1934 年 9 月までハイデガー自身が関わっていた｢大学教官アカデミー｣のある計

画を指している可能性がある。ドイツ全土の大学教官を｢プロイセン教官同盟｣に加盟させ、教授資

格の授与権を文部省に帰属させることで思想統制を図るという計画である。ハイデガーは「アカデ

ミー」会長候補に挙げられもしたが、他のメンバーから危険視されてもいたようで実現しなかった

（ヴィクトル・ファリアス『ハイデガーとナチズム』山本尤訳、名古屋大学出版会、1990 年、p.230）。  
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質｣を考えるためには、まずもって｢人間の本質｣が問題になる。この場合｢本質｣をどう問う

べきか。ここでハイデガーは｢人間の本質｣をどのように問うべきかということにかんして

一つの提案をする。人間の本質を｢人間とは何か？｣と問うべきではない、むしろ｢人間と

は誰か？｣と問うべきだと言うのである（GA38, p.33）。なぜなら｢何か｣と問うときには、｢哺

乳類の一種である｣とか｢理性的動物である｣のように、｢人間をはじめから予め一つの事物

や事柄のように私たちが出会うもののように想定している｣（ibid.）のだが、私たちが現実

に人間に出会う場面で問題になる｢人間｣とは、（ハイデガーが言うには）｢どのように
．．．．．

とか

何
．
（So oder Was）という事柄の領域にではなく、誰々

．．
（Der und Der）、どの人々

．．．．
（Die und Die）、

つまり私たち
．．．

（Wir）という事柄の領域に」（ibid.）いるからである。 

｢人間の本質｣を｢誰｣の観点から考えること自体は、『存在と時間』の｢現存在｣概念にも

含まれていたことである。だが、｢誰｣と問うことは実は難しい。なぜなら、もしこの｢誰か｣

を｢人格｣とか｢自己｣と捉え返し、そのつどの｢誰か｣を包括する｢類概念｣と考えてしまうな

ら、再び人間を｢何｣の規定によって把握することに逆戻りしてしまうからだ（GA38, p.45）。

この罠こそ、｢類、種、事例｣によるギリシア哲学以来の｢特定の論理学に由来する｣とハイ

デガーは言う。つまり、人間にとって切実な問いを覆い隠すのが｢論理学｣的な思考なので

ある。｢…それを打ち破ることは絶望的だが、為さねばならぬ｣（ibid.）とハイデガーは言

う。とすると、ここで同時に問われているのは、人間が誰かを問う
．．

こと
．．

自体
．．

なのである。

ハイデガーによれば、｢答えの真理性は、それに先立つ問いの真理性にかかっている｣（GA38, 

p.46）のである。つまり、｢人間とは誰か｣と先駆けて問うこと自体
．．．．．．

が真理性を持つかどう

かということにすべてがかかっている。｢問いを発している私たち自身｣が問われている。 

ここから導かれる講義の展開は、驚くべきものである。この講義における｢人間とは誰

か｣という｢問いの真理性｣は、ハイデガー自身が自ら｢〈私たち〉は誰であるのか｣と問うそ

の問いの｢真理性｣に即して考えられることになる。ハイデガーはこの｢〈私たち〉は誰であ

るのか｣という問いに対して、｢決断の力によって、〈私たち〉は民族である｣と答える（GA38, 

§13）。これは、まさにこの講義におけるハイデガー自身の｢決断｣である。そして、この答

えに反映されたハイデガーの問いの真理性が問われることになる。 

ここまでの展開において、ハイデガーにおける｢行為の哲学｣がどんな性格のものかは幾

分明らかになった。日常的な問題に関して、私たちはいわば〈ひと〉の平均的な答えに従

って振舞い、それでよしとするが、哲学問題のような生きる上で問わざるをえない事柄に

関しては、求められるのは普遍性を持つ答えではあっても、断じて｢平均的｣な答えではあ

りえない。｢言語とは何か」、｢人間とは何か｣などと問う時に、実はそのように問う｢決断｣

をするということが同時に問題であって、この｢決断｣とその問題自体が切り離しえない。

もちろん、その｢決断｣が正しいかどうかは別問題であるが、答えの真理性はこの問う｢決断｣

が少なくとも｢真正（echt）｣か否か、本物かどうかということと無関係ではありえない。

その決断がどこから見ても正しいかどうかではなく、そこからいかなる真理性が求められ

ているのかということが重要なのである。このことは特に｢哲学｣にとって自明のことであ

るはずだが、容易に忘れられることでもある。理論は実践とは無関係に成り立つという暗

黙の前提で、自分が何らかの｢立場｣を取ることを決断しているということが忘れられて、
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あたかも普遍的立場がそれ自身で成り立っているかのごとく考えがちだ。ハイデガーは、

少なくともこの講義において自分の｢決断｣を語り、この｢決断｣からの思索としての｢哲学｣

を語ろうとしている。実存的決断の自己解明としての実存論的分析が試みられていると言

ってもよい。ただし、単なる行為の｢決断｣だけだったら、これも｢哲学｣にはならない。哲

学がやはり｢真理を求めて語る｣ことの決断である以上、この｢語る決断｣が問い返されなく

てはならない。｢〈私たち〉は民族である｣という決断は、一見｢論理学｣とは全く無関係に

見えるが、実はそうではない。講義の中でこれらの関係がいかに論じられていくかを見直

してみよう。 

講義の第 1 章後半では、自らの｢決断｣がいかに正しいかという議論を展開するのではな

く、この｢決断｣という事柄の意味を、｢〈私たち〉は民族である｣という決断にかんして論

じている。ハイデガーはまず、この決断における｢民族｣を｢万人向けの定義｣によって考え

てはならないと述べる。即ち、民族をある土地に住む｢住民（Bevölkerung）｣という身体的

なことから考えても、風習や慣習など｢心的なありかた｣から考えても、歴史的｢精神｣と捉

えようとも、事実としてある｢大きな人間集団｣以上のものではない（p.67）。ハイデガーは、

むしろこの答えがそれに対して与えられた｢問い｣の方向に応じて、｢私たちがそれである、

この民族とは誰か｣と問うべきだと言うのである（p.69）。つまり、問われるべきは「民族」

の一般的規定ではなく、〈私たち〉が自分のこととして引き受ける決断をする限りでの｢民

族｣なのである。従ってそれは、ナチ運動の中で言われる Volk を自明のこととして反復す

ることにもならないのである。 

しかしながら、そもそも｢決断する｣とはいかなることなのだろうか。次に問われるのは

｢決断｣の意味である。ここでも問題になるのは、｢決断｣の一般的意味ではなく、｢決断｣と

事柄の真理性との関係なのである。問われるべき｢決断｣とは、たんに慣習に従って決定す

ることでも、恣意的に選択することでもない。ハイデガーは本当の｢決断｣は｢為された瞬間

に終るのではなく、その時はじめて開始され持続する｣（p.72）と言い、そういう真正な｢決

断｣のあり方を『存在と時間』の術語を援用して｢決意性（Entschlossenheit）｣と呼んでいる。

｢決意性｣とは｢到来する出来事（das künftige Geschehnis）に参入してしまっている｣こと、

あるいは「それ自身、到来する出来事を先取りしつつ
．．．．．．

（vorgreifend）、その出来事を共に規定

しているような、一つの出来事でさえある」（p.77）。もちろんそれは、将来何が起るか今

わかっているということではない。むしろ私たちに到来するとは、私たちに不可避的に「問

われる」「課せられる」ということであろう。ハイデガーがここで言いたいことは、｢人間

とは誰か｣と問うのも、｢〈私たち〉は民族である｣と決断するのも、法則に従って変化する

自然のような仕方で私たちを規定するものに対してではなく、いわば既に｢誰か｣によって

決断されて始まり私たちを｢規定する｣に至ったことに対して、｢態度｣を取るか、新たな｢決

断｣を下すという仕方でしか経験できない領域に関わるのだということであろう。それこそ

が｢歴史の領域｣（p.78）だと言うのである。 

ここまでの講義の流れをまとめるとこうなる。論理学の｢ロゴス｣を｢語り｣として、｢語

り｣としての言語の本質を｢人間の本質｣とのかかわりから考え、問われるべき人間の本質を

｢誰であるか｣として捉え返した挙句、｢〈私たち〉は民族である｣という実存的決断から、｢誰｣
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としての人間の本質を｢歴史｣の内に見るに至る。この議論の中に、私たちが｢行為の哲学｣

と呼びたい要素を回収してみたい。 

ハイデガーはこの講義で、『存在と時間』におけるような実存論的分析に留まっていな

いことはあきらかだろう4。｢論理学を問う｣というさしあたりは唐突な講義の始まりが、自

分自身のある｢決断｣に基づくものであることを、ハイデガーは隠していない。むしろ、そ

ういう｢決断｣こそが｢哲学｣の始まりであることを示唆している。この｢決断｣が真正である

かどうかを、そして｢決断｣の中でその真理性を吟味することが｢哲学｣の問いなのである。

だからこそ、単に自らの｢決断｣を披瀝して同じ決断を促すこととは別のことが、この講義

で試みられた。即ち、｢真理｣を求める思索的態度の保持ということである。講義の中でハ

イデガーは｢時事政治的態度決定よりも、根源的知の喚起｣（121）が重要であることを強調

する。少なくとも、｢哲学｣を貫徹することが意図されているのである。 

だがおのれ自身の｢決断｣を解明しようとするハイデガーの｢行為の哲学｣にとって不可

避の問題がある。まさにこの｢哲学｣における真理性はいかに確保されるのかということで

ある。この講義の後半は｢決断｣の真正さを、決断における｢使命（Bestimmung）｣の自覚の

内に求め、そこから歴史における真理性の問題を考えようとしている。本発表ではこの議

論の詳細には踏み込めないが、ただ｢〈私たち〉は民族である｣という決断を真正なものた

らしめる｢使命｣を支配するのは｢民族の根本気分｣（p.130）とされるに至って、ハイデガー

の｢行為の哲学｣にとって困難な課題が浮上してくることに注意したい。つまり、この｢根本

気分｣を伝えるという課題である。それは｢決断｣を披瀝することとも、形式的に分析する

こととも異なる課題である。この講義の最後で、ハイデガーはそれがまさに｢言語｣の問題、

すなわち｢根本気分｣を開示するような｢語り｣の問題であることを示している（これがヘル

ダーリン解釈に始まる｢存在の歴史｣の思索につながっていくことは明らかである）。 

このことは、｢行為の哲学｣が、いかに語るかという課題、自らの語りの｢自証｣という問

題を抱えていることを示してもいる。まさに西田が｢行為的自己｣の哲学にかんして同じ問

題に直面するのである。次に西田の思索におけるこの場面を、ハイデガーのいう｢決断｣を

ある程度投影しながら考えて行きたい。 

 

 

Ⅱ ｢行為的自己｣の論理 
―主に西田幾多郎『哲学論文集 第二』（1937 年）を手がかりに 

 

ハイデガーが 1934 年講義における｢決断｣の哲学を通して｢存在の歴史｣の思索に入り込

                                                        
4 『存在と時間』の形式主義を以って｢決断主義｣と断じることは不十分な考察である。たとえば、

ウォーリンは、｢良心｣の非コミュニケーション性や無内容性が、アナーキズムへとつながり（｢政

治哲学としてのハイデガー主義の中心概念はアナーキーということになろう｣。リチャード・ウォ

ーリン『存在の政治』小野紀明・堀田新五郎・小田川大典訳、岩波書店、1999 年、p.93）、それが｢ニ

ヒリスティックな日和見主義｣を導くと論じているが（p69-117 参照）、やはりこれはいわば「ひと」

の平均的考察の域を出ていないし、考察の順序を誤っている。なぜ｢形式的｣な良心分析が必要だっ

たかを考えるべきであり、その背後にあった現実的｢決断｣を考えるべきである。 
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んでいったのときわめて似た思索の展開を、西田の 1930 年代以降の｢個物｣をめぐる｢行為

的自己｣の思索に見ることができる。この個物の立場が｢主観主義｣でないのは当然のことだ

が、西田自身が『一般者の自覚的限定』（1930 年）にまで展開してきた｢自覚｣の立場とも

異なってきている。｢行為の立場｣や｢行為的自己｣という言い方は以前の著作の内にも既に

登場していたが5、『無の自覚的限定』（1932 年）所収の｢私と汝｣以降の著作、特に『哲学

の根本問題（行為の世界）』（1933 年）の｢総説｣冒頭の一文（全集七 p.173、引用は文庫Ⅱ

p.7 から）は、自らの思索自体を「行為的自己の立場」とする西田の｢決断｣を表すものであ

る。 

 

私には哲学は未だかつて一度も真に行為的自己の立場に立って考えられたことがないの

ではないかと思われる。従って我々が行為する現実の世界が如何なるものであるかが、

その根底から考えられていない。 

 

西田は従来のすべての哲学が｢現実の世界｣を考えていないと批判しているわけだが、そ

れは同時に、自分は｢自分自身が行為する現実の世界｣を問うという宣言でもあろう。その

数行後に、｢哲学｣においては｢我々の自己がそこから生まれそこに死にゆくと考へられる自

己自身を限定する現実の世界というものが、如何なるものなるかが明にせられなければな

らない｣と言ってもいるからである（七 p.175、Ⅱp.9）。ではここで求められるべき｢現実の

世界｣とは何か。西田はそれを｢人格的生命の世界｣（七 p.176、Ⅱp.10)、即ちそこにおいて

「あるものはすべて自己自身を表現するもの」であり、我々一人一人が｢唯一なるものとし

て絶対の使命を有つ｣ような世界だと言う。これは普通の｢平均的｣な見方からするなら、現

実というよりは｢理想｣の世界であろう。つまり、西田はあえて
．．．

｢現実の世界｣と言っている

のである。つまり、ここでいう｢現実｣とは、｢無条件に自明なこと｣という意味ではない。

｢そこから生まれそこに死にゆく｣と言われる限り、｢自己自身｣を最終的に
．．．．

定めているもの

のことだが、それが｢現実｣なのは、まさにそう自分が｢決断｣する限りにおいてでもあろう。

だから、西田のいう｢現実の世界｣を笑止なものと片付けることはできる。だが、そこに｢哲

学｣を見出そうとするなら、彼の言葉や論理を形式的に整理するだけではなく、彼の｢決断｣

の背景にあるものとも向き合って、西田自身の最初にして最後の｢現実｣に迫ることを試み

なければならないだろう。 

まず、当時の時代状況を彼自身がどう感じていたかに関しては、彼の日記や書簡に伺わ

れる。たとえば書簡のなかで触れられる 1930 年の浜口首相暗殺や 1932 年の五・一五事件

に関する言及、軍部の突出への危機感の表明などに、当時の西田にとっての世界を想像す

ることができる6。だが｢哲学｣に関してより重要なのは、この時代状況の中で｢行為｣や｢現

実｣を問題にしていた思想状況とのかかわりであり、自分に対する批判にどう対応したかと

                                                        
5 『一般者の自覚的体系』はもちろん、既に『藝術と道徳』（1923 年）においても、行為を｢我｣とい

う特殊的中心から｢物心両界｣を統一することと説明している（三、p.295）。 
6 西田全集第十七巻～十九巻、上田高昭『西田幾多郎の姿勢 ―戦争と知識人』中央大学出版部、

2003 年、参照。 
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いうことであろう。その一つは、ヘーゲル没後百年（1931 年）を機縁とする｢弁証法｣をめ

ぐる諸議論、特にマルクス主義論者たちとの対決ということがある。特に戸坂潤は、恩師

でもある西田の哲学を｢現実の動いている限りの存在｣を明かにするものではないと評する

など7、たびたび批判しており、西田もそれに対して応答している8。従って、西田があえ

て｢現実の世界｣を問うと強調するのは、西田哲学が現実的ではないという戸坂を意識して

のこととも考えられる。だがそれ以上にここで注目したいのは、田邊元の執拗なまでの西

田批判に対する西田の応答である。この応答の仕方を見る限り、｢行為的自己の立場｣が田

邊の批判に対して決断された、あるいは自覚されてきたと考えざるを得ない9。 

田邊最初の西田批判｢西田先生の教を仰ぐ｣（1931 年）の核心は、『一般者の自覚的体系』

において宗教的立場と哲学的立場の関係が明らかではないということにあった（｢真に絶対

に見る立場〔＝宗教的立場〕といふものは、見られざるものの実現過程としてのみ意味を

有する意志的行為の立場〔＝哲学的立場〕とは、哲学の概念的認識に於て構成的に結合せ

られることができるものではないであらう｣ 全集四 p.320）。その上｢絶対無の自覚が全体を

包む最後の一般者となる｣ために｢歴史の非合理性｣や行為の｢矛盾的性格｣が明らかになら

ない、｢生ける現実が影の存在に化せられ｣てしまうというのである（四 p.328）。 

この批判に対し西田は『無の自覚的限定』（1932 年）において、自らの宗教ならざる哲

学の立場（｢客観的知識構成｣の立場）を従来の諸哲学との対決を通して明らかにしようと

するが、またそれを通して｢社会的・歴史的世界｣に直面する｢個｣のあり方を｢私と汝｣とし

て考えるに至る（後の｢個物的限定｣）。だがそれは田邊を説得するものにはならなかった。

一方、田邊は田邊で、｢個人に対する国家社会の統制の根拠理由｣という｢生ける現実｣に直

面し、西田への批判を通して｢種の論理｣を構想するに至ったと後年述懐している10。事実

「種の論理」を展開した田邊元全集第六巻の諸論文では、西田の名を挙げないままに『無

の自覚的限定』の諸概念が繰り返し批判されている。今この批判の詳細に立ち入ることは

できないが、これらの箇所を念頭に置くと、西田がその後『哲学の根本問題 続編』（1934

年）から『哲学論文集 第二』（1937 年）にかけて展開した｢弁証法的一般者｣や｢行為的直

観｣の議論の意図と、西田自身の｢哲学的決断｣がよくわかるのである。そこで、｢行為的自

己｣の立場について西田が論じる幾つかの局面（個物、論理、種）を、田邊の批判と対照さ

せながら見て行きたい。 

まず先ほどの｢総論｣で、西田が｢現実の世界｣のありようを定式化した部分を引用する。 

 

我々が行為するということは、個物が個物自身を限定することであり、しかも個物が

個物自身を限定することは自己自身を否定して自己を一般化することであり、それは逆

に一般が自己自身を限定すること即ち自己自身を個物化することである（七 p.180f.、Ⅱ

                                                        
7 ｢京都学派の哲学｣（『経済往来』1932 年 9 月号、戸坂潤全集第三巻、勁草書房、1966 年、p.173）。 
8 服部健二『西田哲学と左派の人たち』こぶし書房、2000 年、p.27～35、および、板橋勇仁『歴史的

現実と西田哲学 ―絶対的論理主義とは何か』法政大学出版局、2008 年、p.60 以下参照。 
9 この田邊の批判と西田の応答に関しては、前注でも挙げた板橋（2008）が詳細に検討しており、

多くの示唆を得た。 
10 田邊全集第六巻所収の｢種の論理の意味を明にす｣の｢三｣p.466 参照。 
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p.15）。 

 

西田は｢現実の世界｣を、｢個物の世界｣すなわち自発的意志を持ちうる個人からなる世界

と考えた。この｢個物｣の本質は単に｢一般的なるもの｣の部分ではなく、｢自己自身｣を限定

しうるものであり、｢一般者｣をも限定しうるものである。だが、｢個物｣が｢個物｣であるた

めには、絶対の他である｢汝｣との関係が不可欠であり、また何等かの｢一般者｣に媒介され

ることが不可欠である。たとえば、ある｢私と汝｣が日本語によってわかりあう場合、日本

語が媒介する一般者である。だが、二人が｢日本語｣の部分とはいえないし、この｢日本語｣

なる一般者も、個々人がそのつど｢話す｣（規定する）ことなしにあるのではない（＝無の

限定）。西田の言い方によるなら、「真の個物間にはそれらを包む一般者があってはならな

い。而もその両者が相限定する所に、絶対に相反するものの自己同一として、始めて弁証

法的限定といふ如きものが考へられる」（七 p.311、Ⅱp.53）。このような｢個物の世界｣を成

立させる非実体的な媒介者を、西田は｢弁証法的一般者｣と呼ぶ。 

この命名からも察知されることだが、西田は｢現実の世界の弁証法｣とでも命名すべき論

理の構築を志しているのである。ところが、田邊から見ると、それは弁証法とも、そもそ

も論理とも認めがたいものであろう。たとえば、田邊は｢種の論理と世界図式｣（1935 年）

の｢一｣で、論理の本質は｢推論的なること｣であり、｢論理の立場に於ては凡てが媒介せら

れて居なければならない｣（p.172）と述べている。それゆえ田邊からすると、もし｢直接的

にして其自身媒介せられざるものを前提として、それに相対的に媒介せられるに止まる限

りは、絶対認識としての哲学に達することは出来ない｣ことになる。それゆえ、｢私と汝｣

が｢無の場所｣において｢絶対他者｣としてかかわる（｢非連続の連続｣）とする西田の議論は

｢具体的な論理の立場に立っているとは言いがたい｣と批判せざるをえない（六 p.192）。こ

れは直接的には『無の自覚的限定』が批判対象になっているが、｢弁証法的一般者｣も｢無

の限定｣という性格を持つ限り、同じ批判の対象にならざるをえない。この批判を意識した

時期の西田の著作が『哲学論文集 第二』（1937 年）であり、それゆえ多分にこの田邊の｢種

の論理｣との対決という色彩を持っているのである。西田は、いわばすべての事柄を論理的

媒介において説明する田邊に対して、自らの思索の｢論理｣を明らかにする必要を感じたの

だろう。この論文集冒頭の論文｢論理と生命｣は、｢生命｣を論理的媒介において考えるので

はなく、生命の自己展開として論理を考えるという新たな別の論理に踏み出す決意なので

ある。まずその冒頭を引用する。 

 

私は論理とは如何なるものなるかを、その既に出来上った形式から考えないで、その

生成から考えて見るべきではないかと思う。論理というものも、歴史的世界において生

成したものであり、一種の形成作用というべきものであるということができる（八 p.273、

Ⅱp.177）。 

 

西田は論理をその｢生成｣から、そしてその生成を我々の｢身体｣という生命的なレヴェル

から考えることを提案するのだが、これは｢経験｣の幅を広く取って、その｢経験｣の広がり
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のうちに｢思惟｣独自の水準を考えようという『善の研究』（1911 年）以来のやり方とも言

える。ただこの時点では、まさに田邊の言う「生きた現実」が西田にとっても問うべきこ

とであったので、｢歴史的現実の世界｣の形成が、｢生物的生命の世界｣の形成との間の決定

的な違いの認識と共に論じられた。ここでのキーワードは創造性であろう。｢生物的生命

の世界｣にも、病気を通じて免疫系が発展するような｢矛盾の自己同一｣は見受けられる（八

p.281、Ⅱp.185）。だが、それは人間にとっての創造性とは違う。｢我々人間｣の場合、自己

自身を対象的に見ることにおいて、この対象界自体を越え、それによって自己自身を規定

する世界を自覚する。また｢我々の行為は、外界を変ずることであり、物を作るということ｣

（八 p.278、Ⅱp.183）であり、作ることにおいて、自己自身の可能性を発見する｢行為的直

観｣である。 

この西田の「行為的直観」も田邊が認めがたいものだったに違いない。田邊からすると、

｢論理は直観を否定しながら之を媒介として肯定し、直観は論理を否定することに由って之

を肯定し、却てそれに媒介せられる｣（六 p.174）ものであって、直観がそのまま論理（＝｢弁

証法的一般者の自己限定｣）になるというのは受け入れがたいはずである。西田は必ずしも

田邊の批判だけを意識していたのではないだろうが、『哲学論文集 第二』の最終論文の題

名が｢行為的直観｣であるのも、自らの｢哲学｣の立場の核心をアピールする狙いがあったか

らではないだろうか。この論文においても、西田は｢行為的直観｣が｢極めて現実的な知識

の立場｣であり｢経験的知識の基｣となるものだと言っている（八 p.541、Ⅱp.301）。 

さて、｢行為的直観｣が｢自己矛盾｣とか｢矛盾的自己同一｣であると言われるのは、｢行為｣

と｢直観｣という別々のことが同時に起るからではない。むしろ行為によって｢矛盾的事態｣

を見ることになるからと言ったほうがよいだろう。第二論文｢実践と対象認識｣に、｢矛盾

の自己同一｣の例として、｢生産が消費であり、消費が生産である｣という事例が挙げられて

いる。これは｢生産者｣と｢消費者｣が同じという意味ではない。｢例えば、労働者に於ては、

自己自身の生産した富が却つて自己自身を圧迫するものとなる｣（八 p.417）ような場合、

つまり生産労働が思いもかけない自己自身の｢消費｣になってしまうような場合がありうる。

この新たな状況を｢見る｣ことになるのは、生産を行うことにおいてのみである。だが、こ

の生産行為は、自分の属する社会の歴史によって｢作られた｣ものでもある。西田は、我々

の行為はいわば｢作られて作る｣ことだと言う（八 p.553）。｢作られた｣現実が｢作る｣ことに

よって変わってしまうこと、それがまさに現実の世界なのである。 

このように考えるなら、まさにあの時代状況の中で田邊が問題にした｢種｣、即ち｢個｣が

不可避的にかかわる｢民族｣などの社会共同体にかんしても、西田独自の思索が為されるこ

とになる。第三論文｢種の生成発展の問題｣において、西田は｢種｣をも生成発展において考

えようとするので、｢生物種即ち単なる民族は、直ちに歴史的種即ち社会ではない｣（八

p.502）ということになる。つまり逆に言うと、｢民族｣を単なる生物種と考えるべきではな

く、｢歴史的種｣と考えるべきだということである。西田は｢歴史｣を｢必然的因果｣によって

連続する流れとは考えず、｢時代｣と｢時代｣の間には｢断絶｣があるという（八 p.512）。確か

に一つの時代の背後には、確かに｢何人もそれから自由であることのできぬ内的連関｣はあ

るが、一つの時代を作るのは社会集団の創造性であり、それらが｢相対し相争う｣ことによ
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って際だった時代が形成されると西田は考える（八 p.513）。この場合の社会集団が｢歴史的

種｣なのである。西田はさらにそういう｢種の個性｣と｢意識的な個人｣が｢歴史の進展｣の鍵と

考えるのであるが、このように｢種｣を捉え返すことは、田邊の｢種の論理｣に対する対応で

あることを超えて、民族的な意識を｢生物的種｣と安易に重ね合わせて論じる多くの議論に

対する批判にもなっているであろう。 

以上、西田の｢行為的自己｣の思索の跡を追いながら、西田の｢行為の哲学｣の特質を考え

た。田邊との関係にかんしてこれを単に形式的にまとめるなら、｢歴史｣に関して田邊が｢有

の媒介｣による論理を主張したのに対して、西田は｢無の限定｣の論理を展開したということ

になろう。しかしながら、｢行為の哲学｣にとって肝要なことは、｢論理｣そのものが｢現実｣

との関係において問われていることであろう。この姿勢は、1940 年代に｢日本文化｣や｢国

家｣を問う場合でも変わらない。それらは既存の見方を｢論理的｣に説明したものでもなけれ

ば、｢哲学的｣正当化を試みたものでもない。むしろ、逆に、｢現実｣であるはずのことを先

駆けて問おうとしたのである。さらに、｢行為的直観｣を通して経験される｢現実｣の側から

自らの｢論理｣自体を進展させてもいる。本発表ではもはや触れることができないが、後期

西田の「行為の哲学」を、彼の経験した｢歴史的現実｣から考えるという課題は残っている

のである。 

 

 

まとめ 
 

こうしてみると、ハイデガーと西田は、哲学的表現の違いやテーマ設定の違いなどにも

かかわらず、｢哲学｣の姿勢において極めて近いものがあると思われる。ハイデガーは伝統

的ロゴスの批判を通じて、｢解釈学的｣記述に移行したのに対して、西田は｢論理｣的構築に

こだわったと言われることが多いが、ここでみたように、彼の｢論理｣なるものは従来の論

理学ともいわゆる｢弁証法｣とも似て非なるものともいえる。共通するのは、両者ともまさ

に自らの置かれた｢歴史的現実｣へ関与する決断の｢真理｣を求めて、語る言葉そのものまで

をも問い返して行くことである。だから、両者の思索を、まさに｢行為の哲学｣として究明

するなら、一般的な歴史的観点から位置づけを行う前に、彼らにとっての｢現実｣を再構成

してみようとすることが肝要ではないだろうか。 

哲学としての｢知の批判吟味｣は、決して無記名の立場から行われない。あるいは｢中立

的立場｣からの発言であるとしても、まさにその立場の選択というある種の｢決断｣があるは

ずで、｢哲学｣にとっては、この｢決断｣を問うことなしにその｢知｣を評価できない。｢知を批

判する｣ことにはそれなりの責任があるからである。｢決断｣を問うことは、その｢責任｣を問

うことでもある。ハイデガーも先の論理学講義の中で、問いに答えることは、｢責任を負う

こと（Verantworten）｣だと言っている（GA38, p.125）。ところが、他ならぬハイデガーに関

する糾弾のほとんどは、彼のナチ関与よりもそれに関する戦後の沈黙を｢無責任｣とするも

のである。｢公共的｣には全く正しい評価かもしれない。だが、この｢沈黙｣はハイデガーの｢行

為｣ではないのかと問う余地も依然としてあるし、一度はそのように問わない限り、やはり
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ハイデガーの｢決断｣に迫ったことにはならないだろう。西田の政治的関与の評価に関して

も同じことが言える。そしてまた、そのように誰かの｢決断｣と｢責任｣を問うこと自体にも、

それなりの責任があることが｢行為の哲学｣の本質だろう。｢哲学の有効性｣とは、この｢責任｣

の所在をはっきりさせるということにあるのではないだろうか。 

 

 

参照テキスト 

Heidegger Gesamtaugabe Band38, Logik als Frage nach dem Wesen der Sprache. （GA38 と略記） 

ハイデッガー全集第 38 巻『言語の本質への問いとしての論理学』小林信之、ゲオルク・

シュテンガー訳、創文社、2003 年。 

西田幾多郎全集：旧全集から引用。巻数を和数字で表記し、その後に頁数を記す。岩波

文庫｢西田幾多郎哲学論文集Ⅱ｣は｢Ⅱ｣と略記。 

田邊元全集：これも巻数を和数字で表記し、その後に頁数を記す。 

 

Tsutomu SAGARA 
Möglichkeit der Akt-Philosophie 

― durch das Denken bei Heidegger und Nishida in 1930er Jahren 
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ハイデガー存在論における「公共性〈批判〉」の広袤 
 

寿 卓三（愛媛大学） 

 

 

『存在と時間』によれば、「世人」によって判断や決断の基準である「公共性 Öffentlichkeit」

「公共的解釈成果 die öffentliche Ausgelegtheit」（SZ, 273）は予め決定されており、誰一人と

して、公共性の具体相およびその決定の当事者として個人的に責任を問われることはない。

ここに示される公共性に対するハイデガーの解釈は、その後も堅持され、『ヒューマニズム

書簡』では、公共性が掲げる世界市民的精神やヒューマニズムに対して、ギリシャ精神に

依拠するヘルダーリンの歴史的思索が高く評価される（WM, 339）。空談と公共的解釈成果

によって、現存在は、自らの存在基盤を見失い、世人のうちにおのれを喪失する危険性に

さらされている（SZ, 177）。ハイデガーのこの主張は、そのテクノロジー論とも相まって、

ハイデガーの存在了解が、反民主主義的性格をもつ証だと批判される。このような存在了

解に定位する存在の「思索」を「行為」と捉える限り、ハイデガーの本来的自己は、大衆

的なもの、日常的なもの、さらには本来的形態の共同性に背を向け、ひたすら存在への感

謝を表す思索へと向かうのではないか、というのである。この発表では、このハイデガー

批判を内在的に検討し、不安感、閉塞感が広がる中、市場原理主義的なグローバリズムと

共同体の復古的な統合を志向するナショナリズムとが相補性体系をなして均質化・同質化

を強めつつある状況下にあって、ハイデガー存在論が持ちうる別様の可能性を探っていき

たい。  

 

 

１ テクノロジー批判の〈あやうさ〉―本来性と暴力性との親和性 
 

テクノロジーの発展によって、農業は大地を耕し守り育てる農夫の仕事ではなく、機械

化された食料生産へと変容し、自然は巨大なガソリンスタンドへと変貌する。また、ラジ

オやテレビという現代のコミュニケーション技術の伝える情報は、農民をその身近な「土

地のうえの空、夜があけて昼となる時の移りゆき、村の習わしや習慣、生まれ育った世界

の伝統」から引き離す（GL, 15）。テクノロジーの支配する「活用の時代 das Zeitalter der  

Vernutzung」においては、戦争は長期化し、「戦争的なものがもはやそのようなものとして

は経験されず、平和的なものが無意味で無内容になるそのような状況へと移行する」（VA, 

91f.）。主体、客体いずれも、対象 Gegen-stand として対峙する自立性を剥奪され、「在庫品

Bestände」として、指示を待って待機している（55）。このような「存在了解の平板化 a leveling 

of  our understanding of  being」（Dreyfus, 99: 195 頁）が進行中である。「こうしてわれわれは、

何人によっても方向づけられることのないシステムの一部分となり、このシステムは、わ

れわれ自身をも含めたすべての存在者の総動員体制へと突き進んでいく」（101: 197 頁）。
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テクノロジーがもたらす近代化・民主化の成果を、むしろ、人間の均質化ないしは在庫品

化と見なし、さらには、戦時と平和時の区分が実質的に消失するというこのような視点に

対して様々な疑念が提起される。というのも、ドレイファスが指摘するように、「こうした

言明の数々は、ハイデガーが一人のラッダイト主義者であり、土地の搾取開発、大量消費

主義、マスメディアといったものから、ソクラテス以前のギリシャ人や古き良きシュヴァ

ルツヴァルトの農民の世界へと回帰することを望む人間であることを示唆しているように

思われる」（98: 193 頁）からである。 

ファリアスの著作は、ハイデガーが歴史上最も反民主主義的な運動の一つに深く関与し

たのではないか、そして、思想家とその思想とは独立したものか、それとも、密接に連関

したものかという問題を顕在化させた（Rockmore2, 128f.）。ハイデガーのテクノロジー論を

以下のように捉えるロックモアは、ハイデガー思想の反民主主義的性質とテクノロジー論

とが密接に連関すると指摘する1。ハイデガーは、『存在と時間』において、「存在の意味へ

の問い」を提起したのと同じ仕方で、『技術への問い』では、「技術の意味」「技術の本質」

に関する問いを提起し、語源学的接近法で説明する。まず、「歴運 destiny: Geschick」をギ

リシャ語のモイラと関連づけて人間の決断の外部で生起する次元として捉える。さらに、

歴運と「運命 fate: Schicksal」とは、語源的に「送る send: schicken」と関連づけられ、この

連想から、「運命を通して開かれるもの」が「送られる」、そして、「歴史」は、「送られる

もの」、あるいはむしろ、「送るという過程」であるという結論へと飛躍する（139）。こう

して、近代のテクノロジーは、なんら人間的行為ではなく、人間には制御不可能な、開け

＝真理＝非隠蔽性の地平で生起する事象であり、「何らかの仕方で、歴運と関連づけられる、

そして、危険および救済の両者と結びつけられる」（136）のである。しかし、このような

語源学的接近法は、ハイデガーの意図することを証明するには極めて不十分である。とい

うのも、「後代の言語において生き延びている所与の述語の使用によってギリシャ人が意味

したことは、ただ彼らが意味したということに過ぎない。そのような理由によって後代の

単語の真の意味が確定されるわけではない。言語それ自体は真理ではなく、初期の意味も

真理だということにはならない。言語は、それでもって指し示したり、言及したり、コミ

ュニケートする道具に過ぎないのである」（137）。ロックモアは、ハイデガーが、ギリシャ

語のテクネーに語源的に遡及することで、歴史的歩みの成果として積み上げられてきた芸

術、テクノロジー、技術の間の本質的な区分が曖昧にされたことを批判するのである（139f.）。

                                                        
1 「ハイデガー思想の反民主主義的性質は、テクノロジーに関する彼の反人間学的概念において顕

在化する。政治理論として、民主主義はそのあらゆる形態において必然的に人間についての一般的

概念を前提とする。彼の思想の転回の過程において、ハイデガーは存在への彼の初期の接近の基礎

となっていた人間学的パースペクティブから離れた。転回後の彼の著作は、『ヒューマニズム書簡』

に明らかに示されている反ヒューマニスト的パースペクティブを前提とする。しかし、人間学的概

念を越える理論は、そのような概念に依拠しなければならない民主主義についてのあらゆる有意味

な観点と両立不可能である。彼の新たな思索のポスト人間学的観点からするテクノロジーに関する

彼の反形而上学的理論は、その規定条件として、民主主義の土台である人間学的観点への拒絶を前

提とするので、定義上、非民主的であり、さらに反民主的でさえある。それ故、彼の存在概念はい

かなる形式の民主主義的理論とも両立不可能であり、また、彼によって両立不可能と理解されてい

たが故に、ハイデガーの基礎的存在論が彼をナチの全体主義を奉ずるように導いたことは何ら偶然

ではない」（Rockmore1, 42f.）。 
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ハイデガーの言語的接近法は、「原初の哲学的洞察を言語を介して回復しようとする」が、

「原初の考え方を回復することが事柄の真理を回復すること」（Rockmore1, 140）になるわ

けではない。ロックモアは、ハイデガーの立論をこのように批判する。 

このロックモアの批判に抗してハイデガー存在論の今日的意義を語ることは可能だろう

か。そもそも、ハイデガーはなぜ原初的なものを評価するのか。本来的生産のあり方を、

「自らを発見したり作ったりした者から存在者が独立し、自立することを許容するような

『解放をもたらす』開示」（Zimmerman, 163）と規定するハイデガーにとって、存在者との

出会いは古代ギリシャにおいても近代においても暴力性を帯びていることになる。しかし、

「特有の歴史的世界の内部で適切に自らを開示できるように存在者を解放しようというよ

り高い目的」に下支えされていたので、古代ギリシャにおける存在者に対する暴力は、緩

和されていたし、少なくとも正当化可能であった（162）。では、西洋近代の場合はどうか。

ハイデガーによれば、近代の「産業的生産様式は、存在者に対して在庫品（standing -reserve）

という一元的な仕方で自らを出現させるように強制する」（163）。被投的企投を説く『存在

と時間』では、おのれの死に向かって先駆的に打ち当たって砕ける者だけが「本来的歴史

性」を可能にすると説かれる。この本来的自己に対し〈外部〉から疑義をさしはさむこと

は不可能だとすれば、形而上学の暴力性から自由であろうとしたハイデガーの存在論もま

た排他的暴力性と無縁ではないことになる。そのことは、ハイデガーの政治論にも妥当す

る。政治そのものを否定するわけではないが、平等な人間同士の共同討議に依拠して行動

する政治的生活の現実に疑念を抱くハイデガーにおいて、「本来的な政治的行為の権威」は、

多数者の討議によって基礎づけるのではなく、討議の彼方の「一瞬 moment of  vision」の決

断によってしか基礎づけられない（Villa, 218: 361 頁）。多数者の討議から独立した指導者の

決断に本来的行為の選択権がゆだねられるということは、やはり大きな危険性を内包する。

ハイデガーの言う決断が、討議の参加者全員に迫られるのであれば、民主主義が多数者の

暴力へと形骸化していくのを抑止し、民主主義を真に活性化する上で有意味であろう。し

かし、指導者だけがこのような権利と能力を持つということになれば、ヴィラが指摘する

ように、「怪しげな基礎にもとづく権威によって複数性」が消去されかねない。さらに、指

導者のこの恣意的な企投が場所・土着性の神話と結びつくとき、ラクー‐ラバルトが指摘

するように、有機的な共同体の常軌を失した内在主義は、共同体の親密性を、それが計画

されたときからすでに分断し、あるいは「分裂」させかねない（『政治という虚構』、藤原

書房、1992 年、143 頁）。共同体はその親密度を強化すればするほど、そこに帰属する者の

〈開かれた frei〉あり方を〈本来性・伝統〉という名のもとに抑圧し、既成の共同の在り

ように疑義を呈する者を〈他者〉として排除・除外する危険性を抱え込むことになるから

である。 

ハイデガー存在論がこのような危険性を内包し、そのことについて明確に論じていない

ことは否定できない。しかし、このことは、ハイデガー存在論のうちにこの危険性を回避

する手がかりが存在しないことを意味するわけではない。いな、それとして主題的に論じ

られてはいないが、存在了解の平板化を批判し、存在論的差異、現存在と存在との対抗振

動を説くハイデガー存在論を物象化批判として読み解くとき、このような同質化・固定化
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の暴力に対する批判という契機をハイデガー存在論の真の主題として析出することも可能

ではなかろうか。そもそも、土着性や場所への志向が暴力性・排他性と親和性を持つとし

ても、場所の放棄が直ちに暴力性の除去となるわけではない。ペーゲラーが指摘するよう

に、「相対的により低位の科学技術しか持たなかったスターリニズムと国家社会主義とは、

より破壊的な将来の序曲にすぎないかもしれない」（Pöggeler, 57）というハイデガーの洞察

は、科学技術の発展によって現実のものとなりつつある。文化的営みは、なんら本質的な

「省察 Besinnung」ではなく、内面の空虚さを隠蔽する装飾品に過ぎないと説く『哲学への

寄与』では、存在者から出発して存在へと至る形而上学という「導きの問い」、第一の始ま

りは今では極点に達し、別様の始まりへの移行を準備する「思索」が必要だと述べられて

いる。形而上学、存在了解の平板化のどこに問題があるのか。 

 

存在からの見放しのもたらす空虚さに由来する存在者の同型性 Gleichförmigkeit、そこで

は、意志への意志に従属する存在者の秩序の計算可能な確実性だけが関心事となるのだ

が、この同型性は、至る所で、国家の相違に先だって、あらゆる国家形態をその他のも

の同様に指導の道具にすぎないと見なす指導性の同型性を規定する。現実性は、計画可

能な計算の同型性のうちに存するが故に、人間もまた、現実的なものへと太刀打ちでき

る立場に留まるためには、一様性 Einförmigkeit へと入り込まなければならない。単一形

式 Uni-form を持たない人間は、もはや何もそこに帰属しない非現実的なものという印象

を既に与える。意志のための意志においてのみ許される存在者は、「業績原理」の支配下

にある処置や調整によってただ支配されるだけの区別喪失性 Unterschiedlosigkeit のうち

へと拡散する（VA, 95）。 

 

われわれは、日常生活をつつがなく過ごすために、テクノロジー的存在了解という歴史

的構成物をその生存の不可欠で、ある種普遍的な構成要件として受容せざるを得ない。し

かし、このことは、われわれの生を安定化させ便利にすると同時に、ある種の不自由さ、

暴力性をも生み出す。ハイデガーの形而上学批判は、このような認識をその基本的枠組み

とする。科学技術によって対象を操作・支配する力を増大させた人類は、総体として、そ

の力を自然支配・他者支配・自己支配へと振り向けてきた。しかしその結果、環境問題・

南北問題に直面して二元論的・対象支配的知のあり方への反省を求められているとすれば、

この解き放たれた強力な支配への意志＝暴力への意志とどう向き合えばいいのか。このエ

ネルギーの方向をどう転換すればいいのか。あるいは、そのエネルギーを去勢すべきなの

か。向かうべき方向性が未だ定まらず、またエネルギーの去勢も不可能だとすれば、何も

〈意志しない〉よりはむしろ、〈無を意志する〉のか。この種の問いに断定的に答えること

はできないが、ハイデガーの「性起 Ereignis」という思想は一つのありうべき解答であろう。

確たる目的・方向性を持たない性起の波動の中で、人類は、また個々人はこの性起への同

調を志向しつつその存在可能性を、尺度・基盤を、企投してはまた取消し・取り戻す

Zurücknahme という終わりのない反復を生きるほかない。性起そのものに目的が不在だと

すれば、それとの同調がたとえ実現可能だとしても、それを〈固定可能な絶対的真理〉と
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することはできない。形而上学の克服とは、〈意志〉による究極的基礎付け・正当化の放棄

を意味する。このような超越論的基盤の不在が、万人が万人および自然にとって脅威と化

すという事態へと帰着しないために、〈神〉なき時代において、どのような共生の時空間が

必要なのか。その際われわれは、〈基礎づけの暴力〉から自由になりうるのだろうか。ハイ

デガー存在論は、同質化という暴力性へと回帰していく危険性を内包しているとしても、

そこになおも、別様の可能性を看取することが可能ではないか。この一見相矛盾する可能

性、暴力との親和性と同時に、暴力の抑制の可能性、この両様の可能性を宿しているから

こそ、ハイデガー存在論はナチズムと不可避的に密接に関わらざるをえなかったし、また、

ナショナリズム、グローバリズムという装いのもと、新たな同質化を推進する今という時

代において、ハイデガー存在論には依然として学ぶべきことが多いのではなかろうか2。次

に章を改めて、ハイデガー存在論のもつ多様性への開けという側面を考察しておこう。 

 

 

２ 暴力への抑止力としての「内的対抗性」 
―場所への偏愛と拒否との対抗／帰郷と彷徨 

 

２-１ 〈精神〉の見直し 
われわれは、自分がどこからやってきたのか、またどこへ向かっているのか不明なまま、

とにかく存在しているし、存在せざるをえない。この裸の事実を明確に意識することは希

だが、おぼろげには気づいている（SZ, 276）。このような所与性、土着性 Bodenständigkeit

の強調に対して、ペパーザックは、レヴィナスに依拠しつつ、「場所」への偏愛はナチズム

と親和性を持つとして、「ハイデガー的世界と場所の迷信」からわれわれを遠ざけるテクノ

ロジーが、ハイデガーの酷評に反して、われわれに大いなるチャンスをもたらすと主張す

る（Peperzak, 388f.）。ペパーザックのこの指摘は、ハイデガー存在論における土着性への

志向に対して一定の妥当性を持つとしても、ハイデガー存在論が他面では、現存在を「物

在者 Vorhandenes」と対比的に「移行 Übergang」（GM, 531）と捉えていることを看過してい
                                                        

2 経済活動がグローバルな時代に突入することは、われわれの意識が直ちに〈国民〉という神話から

自由になることを意味するわけではない。むしろ、グローバルな時代だからこそ、ナショナリズム

が強調される可能性も高まる。新自由主義的イデオロギーと新保守主義とが結合した教育改革論は、

学校教育における個人の「能動性」を「所有」つまり、労働市場における競争能力の獲得・強化と

いうことに主として振り向ける。その限り、この競争での勝者、敗者いずれも、他者との間に呼応

的な人‐間関係を築こうとするインセンティブはきわめて希薄なものとならざるをえない。それゆ

え、国旗・国歌法の制定と日の丸・君が代の学校現場への強制、「心のノート」の作成・配布、さ

らには、教育基本法の見直しなど、国家レベルでの包括的な道徳教育の強化が強引に押し進められ

ることになる。このような状況下において学校多様化、学校選択制が導入されるならば、広田照幸

が指摘するように、「選択肢の拡大は、中間層による下層の排除、問題のない親・子どもによる問

題を抱えた親・子どもの排除、『日本人』と来住外国人など、もっと多層的な社会のスライス状の

分断を生み出す」ことになるだろう（広田照幸『教育』、岩波書店、2004 年）。多層的な社会のスラ

イス状の分断は、要するに労働市場における競争能力の優劣という一元的原理の貫徹に由来し、そ

のことの負の帰結を緩和、あるいは、不可視にするものとして国家的な道徳が強調されると捉える

ならば、新自由主義と新保守主義とは矛盾するどころか相補的関係にあると言えよう。存在了解の

縮減の解明とそこから脱出するための〈統制的〉理念を探るハイデガーの存在論は、このような状

況下において改めて問い直されてしかるべきだと論者は考えている。 
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るのではなかろうか。『形而上学とは何か』に顕著なように、ハイデガーは物象化を批判し、

真理と非真理との交錯のうちに現存在の事実性を見て、場・既成の秩序に執着することに

対して否定的立場を取る3。それゆえ、存在把握が〈現前（古代ギリシャ）・諸ゲシュタル

ト（近代）・在庫品 Bestand: standing-reserve というテクノロジー時代の一元的把握〉という

「物象化の過程 crystallizing process」（Zimmerman, 255）を辿ることに抗して、「われわれの

歴史的‐精神的現存在の始まりを繰り‐返し、それを他の始まりへとかえる」ために、「存

在はどうなっているのか？と問う」（EM, 42）ことが必要だと説く。 

ここに言われる「精神」とは何を意味するのか。精神が知性となり、また知性が延長と

数に定位した道具となるとき、「そのつど本質的なものが人間へと到来し復帰するその源を

なしているあの深み」、「人間を無理にも優越の地位に押し上げ、その人間を別格の者とし

て行為させるあの深み」（49）がなくなった世界へと現存在は滑りこんでいく。精神とは、

空しい明敏、無責任な機知の戯れ、悟性的分析を果てしなく続ける営みではなく、「存在の

本質への根源的に気分づけられた知的決断性」（SD, 112）だとされる。存在者をその全体

性において問う存在への問いは、精神を覚醒する本質的な根本条件の一つであり、世界の

暗黒化の危険を制御するための不可欠の前提であるが、この問いを担うことが、西洋の中

心であるドイツ民族の歴史的使命だということになる。というのも、形而上学的、歴史的

民族としてのドイツ民族だけが、自己の伝統を創造的に把握することを通して、「自己自身、

ひいては、西洋の歴史を、それの将来の生起の中心から取り出して、存在の力の根源的領

域へおき入れる」（EM, 41f.）という歴史的付託に応えうるからである。ハイデガー存在論

には、実存論的分析と実存の理念とが循環構造をなすがゆえにある必然性をもって、〈根源

的〉始まり、つまり地盤＝始源＝真理への回帰を説く反近代主義という局面が存在する。

しかし、固定化・物象化を批判して、真理と非真理との等根源性を解明する存在論的分析

という側面もまた存在する。この始原への回帰の志向と物象化批判との交錯ということこ

そ、ハイデガー存在論の真骨頂だと考えるが、その解明に先だって、物象化批判という契

機について〈政治〉に関するハイデガーの見解を手がかりに見ておこう。 

 

２-２ 〈物象化批判としての政治〉の可能性 
―ハンナ・アーレントとの対質を通して 

 アーレントによれば、ハイデガーは、意志の支配、その極点としてのテクノロジーの支

配が結局人間の生を全面的に破壊すると考えるためにニーチェとは袂を分かつ。能動性か

受動性かという二律背反的な枠組みを超えた「活動」として、放下に対応する「意志でな

い思索」によって「意志の支配」、因果性のカテゴリーを超えるべく、ハイデガーの思索は

                                                        
3 「不安は無を開示する。われわれは不安のなかで《揺らぐ》。より明瞭に言えば、不安はわれわれを揺

るがせる。というのも、不安は全体における存在者を脱落へと齎らすからである。このことは次のこと

を意味する、すなわち、われわれ自身が―この［確立された］存在者たる人間が―存在者のただな

かにおいて自己を共に脱落させる。それ故、根本において、《あなた》や《わたし》にとってではなく、

《誰ということもなく》不気味なのである。ただ純粋なる現われ‐在りのみが、この揺らぎの齎らす激

震のなかで依然として現に在る。ただし、そこでは、現われ‐在りは何者にも依拠しえない」（WM, 112）。 
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「転回 reversal」する4。ハイデガーの思索における行為と思索との同一視を強調するアー

レントは、ハイデガー自身がこの転回を再解釈して、『存在と時間』が、彼の後期著作の主

要な方向をすでに内包するものであり、自らの思想は一貫している the continuity of  his 

thought と主張することに同意する。『存在と時間』においてすでに、公共的生活の声高な

論争という行為ではなく、沈黙の中で遂行される思索こそが、負い目ある存在として自己

の存在を受け入れる活動を可能にすると考えられているからである5。 

このようにハイデガーが行為と思索との一致を説く限り、アーレントによれば、ハイデ

ガーの本来的自己は、大衆的なもの、日常的なものに背を向け、存在への感謝を表す思索

へと向かうことになる。つまり、ヴィラが指摘するように、「本来的自己は本来的に他者と

共存するものではなく、他者とは離れている。本来的自己は本来的形態の共同生活をめざ

して努力するのではなく、偶然そのものである個人の生き方に感謝する」（Villa, 236:391 頁）

ということになる。他方、このようなハイデガーの思索の一貫性と同時に、そこには変容

が存在することをアーレントは看過していない。『存在と時間』における「本来的自己」は、

単独化の中で良心の呼び声に耳を傾けるのであったが、後期にあって「思索者」に変容し

たこの自己は、単独化を志向するのではなく、存在の呼び声に耳を傾けるようになる。『存

在と時間』における自己は、世人の「空談 Gerede」と対抗していたのだが、後期の思索者

が対抗するのは、意志の働きが抱え込んでいた破壊的性格であり、そこから脱け出して、

存在の声に耳を傾けるために放下が説かれる（LM, 187: 224 頁）。ハイデガーにおける思索

を行為とする姿勢に対して、アーレントは確かに、それが公共的世界を軽視し、単独化の

内に自閉するものだと厳しく批判する。しかし、また、他方では、アーレントの政治哲学

がハイデガーの哲学から多くの影響を受けることでその思想を豊かにしていることも否定

しがたい。というのも、アーレントによれば、製作中心主義的形而上学に支配された西洋

の伝統は、政治的行為を手段化して統制下に置こうとする意志によって動かされてきた。

これは、ハイデガーの言う「非本来的な在り方」である工作人の製作中心主義的思考法が

歴史を支配し、このような伝統が行為を抑圧してきたことの原因でもあり、帰結でもある。

「政治的なものの後退」を現代の顕著な特徴の一つとするアーレントの政治哲学は、「ハイ

デガーによる非本来性という主題の歴史的追跡を踏襲 follow Heidegger’ s own historical 

reworking of  the theme of  inauthenticity」（Villa, 166: 276 頁）する。ハイデガーによる「製作

中心主義的形而上学の歴史」に対する批判的考察は、政治的行為の復権として展開される

わけではないが、政治からの「逃亡」の試みという伝統に対するアーレントの批判的見方
                                                        
4 「ハイデガーの立場と彼の先行者との立場の違いはこうである。存在の真理を言葉に置き換えるよう

に存在から要求されている人間の精神は、存在の歴史 a History of  Being（Seinsgeschichte）に従う。そし

てこの歴史は、人間が、意志の働きの点からか、あるいは、思索の働きの点からかのどちらで存在に応

答するかを決める。存在の歴史は行為する人間の背後で働くことによって、ヘーゲルの世界精神の場合

のように、人間の運命を決め、しかも、思索する自我 the thinking ego に対して姿を現すのだが、それは

思索する自我が意志の働きに勝利して、あるがまま the letting-be を実現できる場合なのである」（LM, 179: 
214 頁）。 

5 「良心の呼び声が実際になし遂げることは、記録に残される歴史の歩みと人々の日常生活の活動をも

決定する出来事―物事の泡―へ巻き込まれた状態から離れて、単独化した自己 the individualized 
(vereinzeltes) self を再発見することである。呼び起こされて、自己は今や『裸の事実』がすこしでも与え

られていることへの感謝を表現する思索にたちもどる」（LM, 185: 221 頁）。 



ハイデガー存在論における「公共性〈批判〉」の広袤（寿卓三） 
ⓒ Heidegger-Forum vol.3 2009  

 
 

20 

と踵を接しているのである6。 

ハイデガーが形而上学の「根拠」に遡って発見したものを手がかりにして、アーレント

はポイエーシスからプラクシスを救出し、政治的な次元の復権を果たすのである。アーレ

ントは、ハイデガーの文化的保守主義に陥った近代批判から、「激変 sea-change」とも言う

べき新たな政治的意味を引き出したわけであるが（173: 288 頁）、ハイデガー存在論がこの

ような政治的可能性を内包していることに注目しておきたい。公共性を批判し、コミュニ

ケーションを「空談」と捉える基礎存在論は不可避的に公共空間の拒否に至りつくわけで

はない。むしろ、ハイデガー存在論と切り結ぶことによって、政治が、「より本来的形態の」

共同生活の実現に貢献できる可能性が開かれる（215: 357 頁）。『存在と時間』から、政治

に対する二通りの可能性を引き出すことができる。一つは、個人に対して不安が果たす役

割を、共同体に対して政治が果たすという可能性である（215-216: 357 頁）。不安において、

〈世界〉の意味や他の共同現存在が消失して、不安の渦中にある当人に〈世界〉は何も提

供できないために、現存在はその「頽落的没頭から連れ戻 zurückholen」（SZ, 189）される。

「最も固有な存在可能への存在、すなわち自己自身を選びかつ掴むという自由にむかって

の開放存在 Freisein」（188）に自分がほかならないことを、不安にさらされた現存在は突き

つけられるのである。個人にとって、不安がこのように硬直化し自閉化した自己を刷新し

その生の新たな蘇りの可能性を切り開く機能を持つように、本来的な政治的発言や指導力

によって、共同体もその日常的活動や政略に没頭した状態から呼び戻されて、「共同体創設

のとき開かれた後久しく隠されていた『最も固有な可能性 ownmost distinctive possibility』」

に覚醒し、そこへ立ち返るという課題に直面しうるのである（Villa, 216: 357 頁）。 

『存在と時間』が政治に対して持つもう一つの可能性は、形而上学的、伝統的権威から

解き放たれた共同体の決断・選択が、恣意的で空虚なものに陥ることを防ぐために不可欠

な本来性をいかにして政治や政治的発言が獲得するのかという問題への貢献である（216: 

358 頁）。アーレントの言う「好戦的だが熟慮に満ちた政治 the agonistic yet deliberative politics」

なるものは、平均的日常性が頽落的傾向を持つとすれば、ただちに日常性への「揺さぶり

schattering」という機能を果たすわけではない。「日常生活の疎外状況を突き破って、共同

体の本質の変革的獲得を可能にする発言とはいかなるものか」（216: 356 頁）という問いが

生じる。臆見 doxa に自閉するのでもなく、かといって、人間の有限性を無視して、エピス

テーメーなるものを偽造するのでもない道をいかにして切り開くのか。政治的発言が日常

生活の麻痺したような平穏さを揺るがしうるとすれば、その可能性の究極的よりどころは、

「生活そのもの」、あるいは「生活の歴史的起源 its historical rootedness」に他ならない。そ

れをよりどころとして、政治的現実を生きる現存在は、自らの決断を「他者との特定の共

                                                        
6 「『存在と時間』以後のハイデガーの道は、むろん決してストレートではない。しかし彼が基礎存在論

の超越論的衝動（主観主義や「ヒューマニズム」の残滓）と絶縁しようとするときには、開示という形

での〈存在〉との関係の回復に寄せる関心が絶えず働いている。1930 年以後の本当の大きな変化は日

常性よりも伝統を非本来性の重要な場所と考えるようになったことだ。頽落 fallenness は（いわば）派

生的現象と見られるようになる。決断の真の欠如が浮上するのは、ギリシャ人が〈存在〉を永遠の現在

ないし根拠とする「確保の仕方」においてだ。そういう「確保の仕方」が、存在者に対する製作的態度

をひそかに連関から引き離し普遍化することによって遂行されるのだ」（Villa, 169-170: 282 頁）。 
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同行為に具体化」するという選択をするのか、それともそのような事実から目をそらし続

けるのかという選択を迫られる（217: 359 頁）。ハイデガーにおける「本来的政治」の問題

は、「権威」とはどういうことか、また、権威を獲得できるのはいかなる政治的発言なのか

という課題への一つの回答を提起しているのである（217: 360 頁）。 

こうして、われわれは、共同体の指導者の在りようという問題に逢着する。『存在と時間』

では、ハイデガーの指導者像は不明である。しかし、1935 年夏学期の『形而上学入門』で

は、これまで聞いたこともなければ、語られたことも考えられたこともない本来的歴史の

地平・場を切り開くには、「根源的な戦い」が不可欠とされ、この戦いの担い手として詩人、

思索家、政治家に重要な役割が付託される7。歴史的現存在は総じて、自らの共同体空間で

あるポリスにおいてそれぞれの役割を果たすべく行為するわけだが、詩人、思索者、政治

家などは、この既成の意味空間を批判し解体する「暴力的な者」、「歴史的な場所において

卓越した者」として、「ポリスなき者」だということになる。というのも、彼らは、創造者

である限り、「定めも限界もなく、構造も秩序もない者」であり、ポリスの既成の秩序から

相対的に自由になっているからである（EM, 162）。このようにプラクシスを「一種の根源

的ポイエーシス」とし、ポリス的空間の脱構築を創設者の作品と捉えるとき、ここでの闘

争とは、平等な討議の参加者による具体的な政治闘争を意味するわけではなく、「存在論的

次元」の問題、つまり、「世界と大地との間の闘争」であり、今現在の「共同体の政治的生

活と、はるかな過去に起こった完全に神秘的な創設との間の闘争」を意味する。それゆえ、

「創設者かつ保持者として作品によって存在を獲得している者」、つまり詩人、思索者のみ

が、ポリス的空間の本来的在りようについて言わば〈統制的理念〉を構想し、それに依拠

してこの闘争の帰趨を語りうるのである（Villa, 224: 371 頁）。詩人、思索者の根源的ポイエ

ーシスには、日常性に深く刻み込まれた総駆り立て体制 Ge-stell を暴き出すことによって、

複数性・多様性に開かれた人‐間の住まう新たな空間の創出が期待されるわけだが、最後

にその機制を今少し立ち入って明らかにしておこう。 

 

2-3 人間の存在体制としての「内向的な対向性 die inwendige Gegenwendigkeit」 
ハイデガーによれば、ヘルダーリンは河を詩作することで、歴史的に生成する人間が、

故郷を見失った状態から故郷を得て休らうようになる生成過程を語っている8。そこで、ヘ

                                                        
7 「ここで考えられている争いは根源的な戦いである。なぜなら、それは、戦う者を初めて戦う者

として登場させるからである。この戦いは眼前にあるものに単に襲いかかることではない。戦いは、

いままで聞いたことがなかったもの、語られもしなければ、考えられもしなかったものを始めて素

描し展開する。したがってこの戦いを担う者は、創造する者、詩人、思索者、政治家たちである。

かれらは、圧倒する支配に対して、作品という塊を投げ、こうして開かれた世界を作品の中に呪縛

する。これらの作品とともに、支配すること、すなわち、ピュシスが、現成するものの中で、存立

に到来するのである。そのとき初めて存在者が存在者となる。こういう世界生成こそ本来の意味で

の歴史である」（EM, 66）。 
ちなみに、小野真氏も指摘するように、『哲学への貢献 ―性起について』以後、この三者が列

記されることはなく、基本的には詩作と思索との関係がハイデガーの関心事となり、政治家が現存

在の解明に重要な役割を担うとされることはない（小野真『ハイデッガー研究 死と言葉の思索』、

京都大学出版会、2002 年、351 頁参照）。 
8 ハイデガーの『「イスター」講義』の編集者であるヴァルター・ビーメルは、ハイデガーにとって
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ルダーリンの詩作は、歴史的西洋的人間の歴史の詩作として、「かの異国の詩人たちとの歴

史的対話」、とりわけ、ソフォクレスのアンティゴネーとの対話を不可避の課題とする（HI, 

79）。なぜ、ヘルダーリンの詩作はこのような特権性を持つのか9。「河の詩作 Stromdichtung」

としてのヘルダーリンの詩作では、根源的に詩作されるべき詩作の本質、つまり「聖なる

もの das Heilige」が性起する。「聖なるもの」とは、神々を「越えて über」神々自身を規定

し、歴史的人間が住まうあり様をその本質にもたらす、つまり「四者連関 das Geviert」を

明らかにするものである。このような「故郷ならざるあり様という彷徨 die Wanderschaft des 

Unheimischseins」を経験し、「故郷を得て休らうに到る帰郷 die Ortschaft des Heimischwerdens」

に向けて詩作する精神の担い手が、「人間と神々との中間 das »Zwischen« zwischen Menschen 

und Göttern」、つまり「半神」としての河であり詩人なのである（173）。それゆえ、河＝詩

人が、土地を拓き人間の住まう基盤 Grund を「建立する stiften」と言われる（182）。「イス

ター」の第二聯において、イスター川がギリシャの詩人＝半神ヘラクレスをその森陰と水

源へ客として招いたと歌われる。河＝詩人が、アジア、ギリシャへの彷徨から帰郷して休

らぎを得たとしても、彷徨の経験は依然として本質的な規定力を保持し続ける。つまり、

「表現の明晰」を特質とする故郷の対自化には、「天の火」の体現者であるヘラクレスが故

郷ならざるものとして現存することが不可欠なのである。ヘラクレスという客人は、コロ

ニーへの彷徨を回想させ、「固有のものの習得 die Aneignung des Eigenen」が、「異国のもの

との対決であると同時に異国のものを客として迎える対話 die Auseinandersetzung und 

gastliche Zwiesprache mit dem Fremden」に他ならないことを明らかにするわけである（177）。

この対話の担い手としての詩人ということに関連づけて、ハイデガーは、「イスター」第三

聯における「印 ein Zeichen」という謎めいた表現を解釈する。 

 

河が乾いた土地を行くは故なしとしない。だが如何に流れゆくのか。 

                                                                                                                                                                  
ヘルダーリンの河の讃歌が持つ意味を二つの観点から考察している。一つは、ヘルダーリンの河の

讃歌と取り組むことでハイデガーは、「故郷ならざるものにおいて人間は故郷を得るに到る」（Walter 
Biemel, Die Bedeutung der Stromhymnen Höldelrin für Heidegger, in Martin-Heidegger-Gesellschaft･Schriftreihe 
Band6, 112）、「異国への出立を越えて、精神は帰還する」（113）というハイデガーの思索の根本問

題の一つに直面することになったということである。「帰郷にして彷徨としての河 der Strom als 
Ortschaft und Wanderschaft」（112）によって切り拓かれる大地が、ヘルダーリンにとって、聖なる自

然に属するものとして重要であったように、ハイデガーにとっても、故郷を得て住まうための基盤

として重要な意義を持つことになる。次に第二の観点は、半神の本質に関するものである。ハイデ

ガーがヘルダーリンに注目するのは、ヘルダーリンが半神を詩作しているからであり、これによっ

てヘルダーリンは「詩作の本質を詩作する詩人 der Dichter der Dichtung」となったのである（116）。
では、大地や半神という位相が切り拓かれることに一体いかなる意味があるのだろうか。ビーメル

によれば、大地や半神に定位するヘルダーリンやハイデガーの世界理解と科学技術的文明社会にお

ける世界理解とは鋭く対立する（121）。前者に耳をふさぎ、後者のみが支配的になるとき、「人間

はこの地上で故郷を得るということ auf  der Erde heimisch werden を断念せざるをえない」（120）。こ

のことは、人類が世界戦争や世界の崩壊という新たな危険性に直面することを意味する。 
9 ハイデガーの思索を生成史的に追究するジーグラーによれば、ハイデガーは、「形而上学の領域を

踏み越えていく徴候をヘルダーリンの詩作のうちに見出している。彼自身も彼の歴史思索において、

形而上学を踏み越えていくような思索のために尽力している」（Susanne Ziegler, Heidegger, Hölderlin und 
ἀλήθεια. Martin Heideggers Geschichtsdenken in seiner Vorlesungen 1934/35 bis 1944 , Dunker & Humblot, 1991, 
S.253）。ヘルダーリンの詩作のなかに形而上学の克服という共通の問題意識を看取するがゆえに、

ハイデガーにとってヘルダーリンは特権的詩人であったと言えよう。 
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河は即ち言葉 Sprache とならねばならぬ。一つの印が必要なのだ。 

 

ハイデガーは、この印を河・詩人・半神と同一視する。Sprache とは、単なる「表現」手

段ではなく、「本来的根源的な意味での言葉、即ち語 die Sprache im eigentlichen und 

ursprunglichen Sinne: das Wort」（188）であり、かかる語の体現者としての詩人が、印そのも

のであり、かかる印としての詩人が今必要である。なぜなら、「回想」の最終詩節に歌われ

ているように、「留まるのを建てるのは詩人」なのだから。印・半神・河である詩人は、「四

者連関」を開示することによって、人間が歴史的存在として、故郷を得て休らい「死すべ

きもの」としてのあり方を全うするための地平を切り拓く（192）。「一なる孤独の獣 ein 

einsames Wild」としての歌 Gesang が属するのは、人間の領域ではなく、最高のものと「原

野 die Wildnis」との「中間 das Zwischen-Beiden」である（AG, 98）。なぜ歌が孤独な獣なの

か。歌人＝詩人は、「時の転換 die Wende der Zeit」に際し、時代の渦中から身を引き離して、

みずからを強くしてくれるまどろみの中に引き籠もろうとする。というのも、この転換の

前には「乏しき時代」が訪れ、人々はみずからの窮乏を満たすことを専らとして、詩人を

必要としないからである（101f.）。しかし、「天の神」は、その重責に堪えきれず眠り込も

うとする歌人を覚醒させ、時代が転換すべく、人々に天なるものを告げるよう鼓舞する

（107）。その時、歌は、人間と神々それぞれの「運命 das Schicksal」を結集した「宿命 das 

Geschick」、つまり「四者連関」を開示することによって、人々にその住処を指し示すこと

になる。しかし、この指示が人々の心に響くためには、ひとが、「彼らのもとに訪れてくる

天なるもの die einkehrende Himmliche」と「一体となって beieinander」大地の上に住まうも

の、つまり、「死すべきもの」としての自己の固有のあり方を対自化していることが前提と

なる（106）。「いさおしは多し、されどひとはこの大地の上で詩人的に住まう」というヘル

ダーリンの言葉は、四者連関としての世界の開け Lichtung のうちに住まうときにひとは初

めて、「死すべきもの」としての自己の存在をその十全性において全うすることが可能とな

ることを示しているのである。「裂け目 Riss」10を持ちながらも統一的な関係にある四者が、

ばらばらに解体してしまうとき、人間はもはや死すべきものではなく、また対象ですらな

く、徴用に向けて備蓄された「在庫品」として大量生産される死にさらされた存在者に過

ぎなくなる。この時、われわれは公共的解釈成果の支配下におかれ複数性とは無縁な同質

化を強いられることになる。『ブレーメン講義』における死についての一見反ヒューマニズ

ム的発言11は、このような文脈の中で把握されるべき言説であり、決して人間の尊厳を無

みするものではない。 

人間は、自己自身を遠く離れた自己疎外という迂路をとりながら自己自身となる。人間

                                                        
10 「芸術作品の起源」において、世界と大地の争いの中で生じる「裂け目」は、亀裂を拡大するわ

けではなく、対向し合うものを合一した根拠に基づいて彼らの統一性へと結集させる

zusammenreisen と述べられている（HW, 51）。 
11 ハイデガーによれば、農業は、今日では、大地を耕して、種を蒔き、種が伸び栄えるように守り

育てるという農夫の仕事から、機械化された食料生産へと変容した。この「徴用へと駆り立てる

bestellen」という根本体制は、農業だけでなく、絶滅収容所のガス室における死体の製造、他国を

飢餓へと追い込む経済封鎖、さらには水素爆弾の製造という事象を貫徹し、「故郷喪失性」を押し

進める（EB, 27）。 
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は、「故郷にいない Nicht-heimische」という仕方で「故郷的なものを得ること」を「その関

心事 seine Sorge」とする存在者、つまり自ら内包する絶対矛盾の相克、「内向的な対向性」

をその存在体制とする存在者である（HI, 96, 103f.）。 

この「人間の故郷ならざるあり様」は、本来的なものと非本来的なものとに二分される。

両者の区別は、アンティゴネー「悲劇全体において実現される冒険 die im ganzen der Tragödie 

sich vollziehende Wagnis」（146）を通して決定される。「不気味なもの」としての人間は、「故

郷ならざるもの」ではあるが、この否定語「un」を単に否定的に受けとって、「故郷なるも

のからの離去、脱出 das bloße Fortgehen und Ausbrechen aus dem Heimischen」を人間の本質と

して捉えるのが、「人間の故郷ならざるあり方」に関する非本来的把握である。「好奇心」

に駆られて新規な場所を次々に訪ねてはそこを捨てて「流離う Umherfahren」者は、地盤

を喪失し Bodenlosigkeit、故郷なきまま heimatlos にとどまる「冒険者 der Abenteurer」であ

り、「至る所彼方へとわたりゆき旅するとも、経験なく逃れ道なく、何物かに至るというこ

とがない」。なぜなら、この冒険者のあり方には、デイノンの本質である「対向的なもの

das Gegenwendige」が立ち現れていないからである（89）。彼らは、「アンティゴネー」合唱

歌の結語に歌われるように、「炉のもとで我が親しきものとはなりえぬ」のである。しかし、

この炉＝故郷から排斥されるのは、「非本来的な故郷ならざるもの」だけであり、アンティ

ゴネーには妥当しない。なぜなら、アンティゴネーは、「デイノンの領域内部における最高

の冒険」を通して、「存在への連関」が「人間の本来的な故郷ならざる在り方」だとする知

を体得しているからである。また、死・肉体的生命（血）と人間存在とは、無関係なので

はなく、「そのつど相互に帰属する gehören jeweils zusammen」。人間は、「死すべきもの」と

して、「存在への人間の関連 der Bezug des Menschen zum Sein」を切り拓き、「四者連関」の

うちに住まう。「一切の存在者の中で最も故郷ならざるあり様を完遂する dieses 

Unheimischsein in allem Seienden durchmachen」アンティゴネーこそは、故郷ならざるあり方

を最も本来的に体現するのである（146f.）。 

では、最も故郷ならざるあり様の体現者アンティゴネーをその他の人間から区別するの

は何か。アンティゴネーは自分の行為が、イスメーネや死んだ兄の憎悪を引き起こすのは

当然だと考える12。「それに逆らっては何事も果たしえない事柄」をわが身に引き受けるこ

とこそが、「最高に不気味なもの」（127）としての自分に「相応しい」と考えるからである。

アンティゴネーは、すべての「故郷ならざるあり方」をする者を立ち越えて übertreffen、

故郷ならざるものの中に存在する。アンティゴネーとクレオンは、等しく「すべての存在

者の場所」を立ち越えてそびえている überragen が、クレオンは、あくまでもこの場所にと

どまりつつ他の人たちに対してそびえているに過ぎない。これに対し、アンティゴネーは、

                                                        
12 このことをハイデガーは、イスメーネとアンティゴネーの次の対話の解釈によって明らかにする。 

イスメーネ： 始めとしてしかし、かの逆らっては何事も果たしきれぬ事柄（タメカナ）を追

い求めようとすることは、やはり相応しくない unschicklich でしょう。 
アンティゴネー： あなたがそう言う時、あなたは私に由来する憎悪のなかに立っています。

その憎悪の中でやはりあなたは死者の方に歩みよっており、それが当然でしょう。けれ

どもこのことは、私と、危険であり困難であることを私を通じて助言するものとに任せ

ておきなさい。その声は、今ここで現れようとする不気味なものを、己が本質の中へと

引き受けよと命じているのです。（HI, 123） 
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「端的に故郷ならざるもの unheimisch schlechthin」として、この場所の外に踏み出している

（128f.）。彼女が「死者礼拝」「血縁関係」といったことについて一言も語らないこと、「そ

もそも存在者については全く語っていない」ことにハイデガーは注目する（144）。彼女が

語っている唯一のことは、クレオンのように人間の定めた「掟 nomos」に由来するもので

はなく、一切の存在者に先んじて、不気味なものとしての自己の本質を引き受けるように

助言する声に由来するものである（145f.）。合唱歌結語における故郷ならざる者の排斥は、

存在が人間の故郷＝炉に他ならないという真理を開示する。アンティゴネーは、人間の本

来的な故郷ならざるあり様を、「存在自体への帰属性」、つまり「故郷を得て住まうに至る

ことにおいて故郷ならざるあり方」（150）として具現化する。詩人、思索者とともに創造

者とされていた政治家が、『哲学への貢献』以後名指されることはないが、ハイデガーにお

ける創造者、指導者は存在了解の平板化を打破するということをその使命とする限り、け

だし当然であろう。様々な嵐の軌道が「対抗的に」押し寄せる中にあってクレオンのよう

に｢凝固 Erstrarrung｣する者は砕け散ってしまうのに対し、多様な対抗運動に感応して「揺

れ動く schwanken」アンティゴネーこそが、「真に恒常的な者」となりうるのである（64）13。 

                                                        
13 ハイデガーにおいて、自己性 Selbstheit は、「我 Ich」を特定する規定ではない。人間は「一個の我

であるがゆえに自己 Selbst なのではなく」、逆に、「本質的に自己であるがゆえに、我でありうる」

（M.Heidegger, Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache , GA38, S.40）。「自己性は、我、汝、我々より

も根源的」であり、我、汝、我々という存在は、「自己の内で」とりまとめられて初めて、「それぞ

れがそれ〈自身 selbst〉となる」（BP, 320）。ハイデガーに対して批判的なジャン=リュック・ナンシ

ーも、ハイデガーの自己性に関する立論に依拠しつつ、「『自己』とは、或る『我』の『自己自身』

への関係ではない。『自己』は『我』よりも『汝』よりも根元的である。『自己』とはまず、存在一

般の『そのものとして』に他ならない」（ジャン=リュック・ナンシー『複数にして単数の存在』、

加藤恵介訳、松籟社、2005 年、185 頁）と述べている。「我」や「汝」に先立って、「自己」とは、

ひとつの「われわれ」のようなものであり、この「われわれ」は、集合的な主体でも「間主観性」

でもなく、「存在それ『自体』の無媒介的な媒介、根元の複数的な襞」（186 頁）なのである。 
自己と我とを区分するハイデガーの思索は、ウォルツァーやコノリーの次の主張と高い親和性を

持つといえよう。ウォルツァーは、心理学や哲学が、「直線の頂上に君臨する批判的な単一の『主

我』と一直線的な批判を想定し、自己についての一直線的で階層秩序的な調整」を志向することを

批判し、自己が生きる「内面戦争 inner wars」を次のように捉える。「おそらく私は、私の自己批判

者たちを、私についての批判者たちとしてだけではなくお互いの批判者たちとして描くべきであろ

う。私は攻撃の対象であると同時に批判戦争の観察者でもある。私は、否、私の自己批判者たちの

中の誰であれ、これらの批判戦争の特権的な指導者ではない。異なった価値をそれぞれ代弁し、異

なった役割やアイデンティティを表明する周りに群がる批判者たちは、私によって選ばれたのでは

ない。彼らが私である。しかし、この『私』は、個人的ならびに社会的に構築されている。それは、

複合的で、極大の全体 a complex, maximalist whole である」（Michael Walzer, Thick and Thin. Moral Argument 
at Home and Abroad, University of  Notre Dame Press, 1994, p.96）と。このような内面戦争を生きる「濃

密で分割された自己 thick, divided selves」は、断片化の危険性にさらされながらも、「社会の（内的

ならびに外的な）境界線を引きなおすように努める」（p.101）ことで、自分に向けられた批判に対

して冷静に判断し対応していく強さと賢明さを合わせ持つ「整合的な自己 a coherent self」となりう

るのである。 
また、コノリーによれば、アイデンティティとは固定的なものではなく、偶然性を内包し弾力性

に富んでいることを自覚するならば、われわれは、「差異を他者性に、すなわち打倒され、回心さ

せられ、周縁化されるべき他者性に転換しようとする衝動」、つまり、自分の尺度によって自他の

相違を恣意的に「倫理化する ethicizing」危険性から自由になりうる（William E. Connolly, Identity / 
Difference. Democratic Negociations of  political Paradox , Cornell University Press, 1991, p.180: 杉田他訳『アイデ

ンティティ／差異 他者性の政治』、岩波書店、1998 年、334-335 頁）。 
内面戦争にさらされつつも、特定の単線的な階層秩序へと自閉して安定性を確保したいという自

己正当化の誘惑を宙づりにし、自己の弾力性の保持をわれわれに可能にするものこそ、アンティゴ
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詩人によって創出されたこの「開け Lichtung」は、イスメーネやクレオン達にどう作用

するのだろうか。自己の天命として帰郷の気配り Sorge を担う詩人に対して、「他の人たち

はそうではない」とヘルダーリンは歌っている。ハイデガーによれば、この「ない」は、

詩作しながら語る気配りという課題からは「他の人たち」を解放するが、「詩作する者たち

が思い、歌う」ことに聴従するという課題から解放するわけではない。この「ない」は、

詩人の歌に傾聴するようにという祖国の人たちへのひそかな呼び掛けであり、この呼びか

けに想いを向けることで、初めて、思慮のある人たちが育つ（EH, 29）。詩人の根源的ポイ

エーシスに触れて、「ひとはこの大地の上で詩人的に住まう」ということにわれわれが覚醒

するとき、存在了解の平板化が脱構築され、複数性を許容する故郷のありようを切り拓く

ことも可能となる。 

存在と存在者の区別という一見無味乾燥な問題構成は、「不気味さ」という人間存在の特

異性の視点から展開されるヘルダーリンの詩作との創造的対話を通して、彷徨と帰郷との

「内向的対向性」として〈人‐間〉の真実を捉える地平を拓くことになる。ここに、人間

の本来性を「死への先駆的覚悟性」という単独化の内で捉える立場を脱構築し、「死すべき

もの」として四者連関の中で捉える「他なる始まり」も可能となる。この変容は、ハイデ

ガー存在論における断絶というより、むしろその深化・展開と言うべきであろう。また、

『存在と時間』における｢各私性｣の強調は、他者との共生を非本来性として単独化のうち

に本来性を見ようとする立場を意味するわけではなく、全体性や一般性に解消されること

に抵抗する個的契機への配視として解釈し直すことも可能であろう。各私性という視点か

らの平均的日常性批判は、ヘルダーリンとの創造的対話という通路を通して捉え返すとき、

総駆り立て体制という同質化の圧力によって能動的関与が強要される〈共同社会

community〉に対して、個人の自律性を基盤としながら相互に支え合う〈協働社会 association〉

への通路を切り開くものとして読み解くこともあながち強弁ではあるまい。不気味さがも

たらす不安は、確かに、われわれの存在基盤を揺るがし破壊的な結果を招来する危険性を

宿すが、同時にわれわれの能動性・積極性なるものが総駆り立て体制の中で強制されたも

のであることの対自化によって、自らの内なる声にじっくりと声を傾ける能動的な受動性

を媒介にして、〈公共性〉の再生を可能にする〈自己〉を再構築していく機縁ともなりうる

のである。 

 

 

 

 

注記 

ハイデガーの著作からの主な引用および略号は次の通りである。引用ページ数は、原書

の頁数である。なお、翻訳については、基本的に創文社刊の『ハイデッガー全集』に依拠

するが、文脈等に応じて適宜変更している。 

                                                                                                                                                                  
ネーをクレオンから屹立させるもの、すなわち、存在の呼び声に対する感応力であると言えよう。 
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今どきハイデガーを読むということ 
―公共性の絶え間ない構造転換の中で― 

 

高田 珠樹（大阪大学） 

 

 

はじめに 
 

今回のフォーラム全体の題目が広がりをもったテーマですので、この報告では、研究発

表としてハイデガーの作品のある箇所について自分の読み方や解釈を披露したり、特定の

術語や概念の意味するところを吟味して、ハイデガー解釈の新しい視点を提示することを

目指すというのではなく、常日頃、自分がハイデガーに関連して漠然と考えていることを

纏めながら、今日、私たちがハイデガーを読む意義などについて議論するきっかけとなり

うるような話題を提供したいと考えます。あくまで漠然と考えていることであり、おそら

く、このような機会を頂戴しなければ、立ち入って考えることすらないような話ではあり

ますが、フォーラムという形式で、関心を共有する多くの人が集まるせっかくの機会です

から、あえて曖昧な主題について一緒に考えて討議していただく糸口となれば、と思いま

す。 

ハイデガーを公共性という概念に関連させて論じようとするとき、そこには、大学で思

想や哲学の研究に従事する者が社会的に必ずしもあまり認知されなくなってきている時代

に自分たちは生きている、そういう時代にあってハイデガーを学ぶ意義をあらためて再確

認しておきたいという願いが託されているように思います。単に私の印象にすぎないかも

しれませんが、総じて日本では、もともとハイデガーを研究してきた人たちの中では生命

倫理や情報倫理といった、ここ 20 年あまりのあいだに台頭してきた応用倫理の諸分野に積

極的に係わる人は比較的少ない、そういう中で、公共性をめぐる議論の中にも、それにつ

いてハイデガーを研究する立場から何か語る余地がないか、確認しておきたい、という意

思があるのではないでしょうか。 

私自身は、大学に教員として職を得ているものの、長く外国語を専攻する学生たちを相

手にドイツ語やドイツの現代の社会や文化の動向を主題とする授業を担当してきました。

そして現在も授業の多くは、おおむねその枠組みの中で行なっています。と同時に、希望

すれば、ドイツ語専攻という枠の中で哲学や現代思想に関連する授業を一つくらい開講し

てもよい、ハイデガーが多少とも話題になる授業も持ちたければ持ってよい、という、言

わば自分とハイデガーとの関係について、あまり窮屈に考える必要のない立場にいました。

このため、少々不謹慎な物言いになりますが、私にとって、ハイデガーを読む、とりわけ

大学で学部の学生たちを相手にハイデガーを読む、ということについては、いくらか切迫

感が欠けているかもしれません。少なくとも、それが彼らの将来の職業の選択などに何ら

かの影響を及ぼしうる、履修している学生たちが、将来、それを自分の生業とするという
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可能性はほぼありえない、というわけで、気持ちの上で、比較的自由なところにいました。 

学生時代に哲学やハイデガーについて勉強して、それがもとで大学に勤めていながら、

実際にはそれと直結しているわけではない仕事をしているので、考えてみると違和感がな

いわけではありませんが、同時にある種の安心感が伴っているのも事実です。その辺りの

ことについて、少し話してみたいと思います。 

 

 

１ 公私の狭間で 
 

おそらくドイツでも、あるいは他の国でも実態としてはさほど変わらないでしょうが、

日本で、ハイデガーは主として大学で、あるいは何らかのかたちで大学に関わる者によっ

て読まれています。出版などの分野には、ハイデガーについて読み続けている人もいるの

かもしれませんが、これも広い意味で大学を支えてくれる分野と言え、その限りではハイ

デガーへの関心は、基本的に大学に係わっている人たちの中で、共有され交換されている

のが現状です。その一方で、今の大学そのものの中でハイデガーを読む場、読んでいられ

る場所や可能性は次第に狭まりつつあります。とはいえ、もともとハイデガーは、実際の

ところ大学で、というより「大学界隈」という、やや大学本来の公的な場から少し外れた

場所、研究室の中や、大学に勤める者、大学に学ぶ者らの「私的」な場（カントならそれ

を「公的」と呼ぶかもしれない）でひっそり読まれ、時に大学の施設の中に場所を借りて、

しかし、大学の通常の公的な催しから外れた私的（あるいは公的）な催しの中で公的に論

じられてきました。これは何も今に始まったことではありません。 

ここにいる人の多くは、私も含めて、主として哲学専攻の大学院に籍を置いたでしょう

が、私たちは、つい、大学で哲学を学び、たとえ少し回り道をしても、結局、また大学の

哲学関係のゼミで、ハイデガーを含む哲学者の書物を読んで学生と討論する、といった人

生やその経歴を漠然とながら、哲学や哲学史研究の基本的なモデルと考えがちです。しか

し、実際に、そういったモデルにそのまま該当する人は、この中でも意外に少なく、多く

は本務の傍らで、本務に直接、影響を与えない範囲でハイデガーについて読み続け、夏休

み中の週末のこういった場所で、つまり大学の施設なのだけれども、その主たる利用目的

から若干、外れる形でそれを使わせてもらって、いろいろ自分の読み方や解釈を交換して

いる、というのが実情ではないでしょうか。 

大学というのは、公私の区別ということに関しては、よく分からないところで、何が公

的で何が私的であるのか、いくらか曖昧な面があります。いわば農閑期には、専門の文献

を読む、特に原書で読むというのは、半ば業務の一端として認知され、奨励される半面、

農繁期になると、そういった作業は全くの穀潰しの道楽のように見られがちです。今、自

分は、ハイデガーの重要な一節を読んでいて、何か分かってきたという気がするから、入

学試験の監督には出られません、などというわけにはいかない。入試というのは、大学に

とって、学生を得ると同時に収入源として重要な意味を持つ、農繁期の中でも文字通り「か

き入れ時」ですが、それを前にすると、ハイデガーを読むなどというのは、ごくプライベ



今どきハイデガーを読むということ（高田珠樹） 
ⓒ Heidegger-Forum vol.3 2009  

 31 

ートな案件でしかなくなります。つまり、大学に教員として籍を置く人間にとって、外国

語の専門文献を読むのは業務の内側と見なされても、主たる業務としては位置づけられて

いない、限りなく私的な営みとして理解されています。大学の運営の妨げにならないかぎ

り、読んだり、論じたりするのが許容される。総じて哲学の勉強や研究は、公的な業務の

邪魔にならない範囲で大目に見てもらう、黙認してもらっている存在にすぎません。もち

ろん、大学で教員として採用されたり昇進したりする際には、そういったプライベートな

場での研鑽を反映するものとしての論文が、審査の対象となります。主に、プライベート

に何をしているか、によって勤務先で評価される、というのが時に不思議に思えたりしま

す。少なくとも、一般の会社や職場では、勤務時間中の態度や成績が評価されます。勤務

時間外のプライベートな時間に何をしたかが、評価の主たる対象となる、というのは、大

学やこれに類する研究機関以外では、あまりないのではないでしょうか。いずれにせよ、

ハイデガーに限らず、大学での研究、特に人文系の学問はもともと大学界隈の公私の狭間

で行われている、そこでは、公的機関としての大学本来の業務に支障をきたさない、とい

うことが暗黙の条件となっています。 

研究者の自己理解はひとまず措くと、ハイデガーは、かつてドイツの文化や言語を知的

に代表する同時代人として日本で受容されていました。総じて戦後の日本の中では、ドイ

ツは、それまで持っていた知性の上での特権的な輝きを失っていきますが、その中で、ハ

イデガーは戦後も、長く日本の中で積極的に受容された同時代のヨーロッパの哲学者でし

た。もちろん、ことハイデガーに関する限り、他の国々でもそれなりに重要な存在として

認知されていたでしょうが、少なくとも、かつてはアメリカなどよりも日本でのハイデガ

ー研究のほうがずいぶん盛んだったように思います。むしろ、ドイツでは、日本人が、ハ

イデガーに示す強烈な関心が少し不可解なものとして受け取られていると感じたことが何

度かあります。 

おそらく、それは、第二次大戦後の世界が米ソ両大国を軸にかつての連合国によって切

り分けられ、西側ではアメリカの文化やその価値観、そして当然、英語が席巻する中で、

ヨーロッパの文化は、新興の騒々しい都会の大衆的な文明に対抗しうる繊細な文化という

位置を担わされます。第一次大戦の開戦の際に、トーマス・マンは、英仏協商の「文明」

に対して、ドイツ民族固有の「文化」という対概念を提起しました。文明と文化という日

本で御馴染みの対概念は、この時、トーマス・マンがドイツ人の戦意高揚のために用いた

ある種のレトリックですが、本国では、その由来のせいか、この対立概念がほとんど語ら

れなくなって以後も、日本ではこれが長く生き残ってきました。今でも、教養書や、小中

高生向けの教科書や参考書の中に、これが何の断りもなく、実効性を持つ発想として紹介

されているのを見かけることがままあります。おそらく、この対概念は、その由来はもと

より、言葉や概念そのものとしても普段、必ずしも意識されないままに、戦後の日本の中

に根を下ろし、暗黙の内に、われわれの発想を規定してきたのではないでしょうか。ハイ

デガー自身が「文化」という言葉を嫌っていたにもかかわらず、ハイデガーは、日本では、

英米の文明に対する、知的なヨーロッパ大陸固有の文化、とりわけドイツの精神文化を代

表する存在として受け取られてきたと思います。意識的・無意識的に関わらず、ハイデガ
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ーは、日本と親和的なドイツのナショナルなものを、あるいは、戦後の英米圏の文化を基

準にしたインターナショナルに対するローカルを、土着性一般を代表する役割を担わされ

てきたと言ってよいでしょう。 

一方で、大学の中での教養科目や第二外国語という枠が、ドイツ文学、広くはヨーロッ

パ文化の受容を制度的に保障する一つの擁壁であり、実は、ハイデガーを読みうる私たち

の場も、それに守られていたと言えます。明治維新前後の日本には、英米仏の国々が開国

を迫ったこともあって、それらの国の影響が当初、圧倒的でした。いまだ統一ドイツが実

現せず、アジア・アフリカの植民地獲得にドイツが乗り出していなかった時代です。とこ

ろが、間もなく普仏戦争が起こり、フランスはドイツに敗北します。岩倉具視を中心とす

る遣欧使節団が敗戦とパリ・コミューンで混乱するフランスを見限り、急遽、戦勝と統一、

帝国の発足に沸くドイツに赴き、ベルリンでビスマルクに圧倒されたというのは有名です。

日本の近代化にドイツが重要な役割を果たすことになるのは、これ以後のことでした。し

かし、戦前の日本で、旧制高校や大学で、ドイツ語が教えられたといっても、数の上では、

日本全体の中でのドイツ語履修者は少数です。 

むしろ、戦後になって、新制大学が次々に生まれ、そこへアメリカの占領政策が、教養

教育を求めたこと、それがきっかけで、文学部出身者が大学に大量に就職する機会に恵ま

れることになります。私たちは、大学の教養教育の課程では、教員として各学部の出身者

が等分に配置されているとまでは考えていなくても、なんとなく学部の構成を反映する形

でいろいろな学部の出身者がいるのだろうとつい考えがちですが、そうではなく教養部と

いうのは、ほとんどが文学部の出身者で占められていた組織です。どこの総合大学でも文

学部は他学部に比べ比較的小さな存在です。しかし、たとえばかつて教養部で必修とされ

ていた人文系 3 科目、社会科学系 3 科目、自然科学系 3 科目、さらに英語と第二外国語そ

れぞれが 4 科目で計 8 科目、それに体育、その大半が通常、文学部かそれに類する学部の

出身者が担当する科目なのです。特に語学は全体の中で占める割合が高い上にクラス規模

が小さいために、かなりの数の教員が必要です。大学全体の中で小さな所帯であるはずの

文学部の出身者が、どの学部であるかに関係なく四年間の学部在籍期間の半分の期間の授

業の担当をほとんど独占する、というのが、長く戦後日本の大学の実態であってきました。

大学に研究者として就職する上で、文学部出身者は極めて有利な位置にいたのです。 

もうひとつ、戦前の日本において、ドイツは、19 世紀の後半から圧倒的な軍事力をつけ

て他のヨーロッパ諸国を威圧する存在として受け取られてきました。もちろん、医学や哲

学、自然科学の偉大な学者を輩出した国として尊敬されていた、しかし、同時に好戦的で

権威主義的な国家として、いわば権力の側にとってモデルとなるような国としての側面が

強かったはずです。ナチズムと敗戦を経て、戦後、ドイツについての位置づけは微妙にず

れてゆきます。先にも言いましたように、アメリカやソ連が戦後世界を規定する存在であ

るのに対して、ドイツやヨーロッパの文化は、それとは異質な深みをもったものとして捉

えなおされるのです。そして、その中で、ナチズムにも関わったハイデガーは、日本では、

その責任を問われるのではなく、むしろまさにドイツ的な精神のデモーニッシュな側面を

代表する存在として、ラディカルな妖しい魅力を持つものとして立ち現れてきました。そ



今どきハイデガーを読むということ（高田珠樹） 
ⓒ Heidegger-Forum vol.3 2009  

 33 

こで、アメリカ型のプラグマティズムや薄っぺらな大衆消費文化に違和感を覚えながら、

さりとてマルクス主義にも馴染めず、ソ連型の社会主義の抑圧的な傾向に反発を覚える若

者にとって、ハイデガーは、いわば非政治的なラディカリズムを提供するものとして歓迎

された、と言えるのではないでしょうか。ハイデガーがナチズムに加担したという事実が、

日本では、アメリカやフランスにおいてほど大きなスキャンダルとしては受け取られてい

ないのは、この辺りの事情も絡んでいると思われます。 

 

 

２ ハイデガーにおける「公共性の構造転換」 
 

ところで、「公共性の構造転換」という言葉を表題の中に入れたのは、もちろんハーバ

ーマスの初期の代表作のタイトルを拝借したのですが、ハイデガーと公共性を語るのに、

これを借りたのは、常々、ハイデガーの『存在と時間』も、いわば「公共性の構造転換」

という構造を備えていると考えてきたからです。ハーバーマスについて真剣に研究してい

らっしゃる方には、不謹慎な表題かもしれませんが、ご容赦ください。 

どういうことかと言いますと、『存在と時間』の既刊部、刊行されている部分、つまり

全体構想を構成する三つの部分、還元・構築・解体、このうちのいわゆる「還元」の部分

は、たしかに人間の在りようとしてまず「世界=内=存在」を取り出し、それをまず気遣い

（Sorge）、ついでそれを時間性へ還元し、さらにそれが歴史性として具体化されるという

展開を辿ります。還元というのは、何かある具体的で複雑な現象をどんどん形式化してい

って、その骨格をあぶりだしてゆくことですが、この過程は単に「客観的な分析」として

提示されているのではありません。現存在にとって、気がつけば自分が常にすでにそこに

いてしまっている世界、それが開かれている様態、これをハイデガーは Öffentlichkeit、「公

開性」、一般的な訳語を使えば「公共性」と呼びます。現存在は、常にすでにこの公共性の

中にあって一定の役割を担って世間的な生を生きている。そういった世界の在り方は、当

初、ニュートラルな形で分析されているかに見えるのですが、だんだん、それが頽落だ、

平均的な凡人だ、公共性の中で話すのは単なるおしゃべりだ、という具合に否定的なニュ

アンスを帯び始めます。ハイデガーは、そこにあくまで価値判断は入っていないと言うの

ですがが、どう考えても、何か怒られているような感じがする。現存在としては、なぜ怒

られるのかよく分からないのだが、その現存在に、やがて良心の呼び声が襲いかかり、「お

前は負い目を負っているのだぞ｣と呼びかけられる。その声に促されるように、現存在は、

死への先駆に駆り立てられる。簡単に言えば、死ぬのを先取りする形で決断する、それを

通じて自分がかけがえのない存在であることを自覚して、あらためて今、自分のいる場に

立ち返り、そこに作用する開示性を、先人たちから託された遺産として背負い受ける覚悟

を決める。それは現存在が一個の運命となることであり、これによって同時にまた民族の

共同体が歴史的に生起する、と言われます。 

要するに、われわれが普段何気なく公共性の世界に生きている、これを、良心の呼び声

を通じて、一旦、遮断して、ひとりの個人としての自分の在りように立ち返る。死を介し
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て、自分はかけがえのない者だという自覚に目覚める。では、そのまま私的な世界に閉じ

こもり続けるのかと言えば、そうではない、あらためて公共性の世界に立ち返り、単なる

上っ面の公共性から、その根底に作用する真の開示性を背負い受けるという段取りになっ

ている。公共性とは、もともと、先人たちによって、ひとつのアレーテイアとして開かれ

ながら、それがいわば自明のものとして固定化してしまい、そこに備わる本来の異様さ、

凄みのようなものが隠蔽されている。現存在は、その自明性から距離を取る。言わば一種

の異化作用を介して、沈滞した日常の公共性もがらりと様変わりした相貌を呈し、アレー

テイアとして立ち現われてくる。公共性からいちど私的な世界へと引き下がり、そこから

あらためて公共性に立ち返り、それがアレーテイアとして背負い受けられ、清冽な民族共

同体となって生成してくる、こういう段取りになっているのです。 

つまり、『存在と時間』は、いわば、単に純粋に記述的に現存在を分析し形式化してゆ

くというのではなく、この分析の作業を通して、現存在が転換する過程として考えられて

います。もちろん、この二つの契機は渾然一体となっており、それが時に必ずしもうまく

繋がらない、という印象を受けることもあります。文体としてはおおむね三人称現在形と

いう、いわば無時間的な現在の中で展開する話として書かれていますが、むしろ一人称の

現在完了形として私の体験談を語るのか、それとも、こうでありたいという未来形ででも

書かれていれば、もっと納得しやすいかもしれません。いずれにせよ、このような意味で

『存在と時間』とは、魂の転回の物語、公共性がアレーテイアの開けとして顕現しつつ構

造転換を果たす、「公共性の現象学」と言えるかと思います。 

このように『存在と時間』では、本来的な歴史性を通じて公共性が真のアレーテイアへ

と転生してゆくわけですが、それは同時に現存在が一個の運命となり、民族共同体が生起

する過程でもありました。つまり、ハイデガーにとって、公共性とは、現存在がいまだ自

己と民族との一体性を実現していない状態なのであり、最終的にそれは共同体へと回収さ

れるべきものであったわけです。 

周知のようにハーバーマスの『公共性の構造転換』は、近世初期の啓蒙の時代のイギリ

スなどで、有産の教養市民が私的な利益を越えて「公共圏」というものを立ち上げていっ

たが、フランス革命や 19 世紀における公私の境界の曖昧化という動きの中で、次第にそれ

が衰退してゆく過程を追跡しています。本来の公共性に代わって議会制などのような、む

しろ形骸化された形でそれが受け継がれ、20 世紀には、互いに平等な資格を持った者によ

る自由な意見の交換などといったことはありえず、むしろ政党やメディアの発達によって、

一見、民主的と見えながら、その実、多くの人間が直接には政治に関わらないシステムに

よって公共圏が代替されていく、というのです。 

ハイデガーにとっても、公共性とは、公開の語りの場であり、基本的に一切を支配し決

定しうるような場として見られています。それを近代が追求するべき未完成のプロジェク

トとして考えたハーバーマスとは対照的に、ハイデガーはそれを嘆かわしい空談の場と見

なします。いささか図式的ではありますが、近代が神の死んだ時代、どこか上のほうで決

定を下してくれる審級がなくなった時代、共同体の原理・原則が必ずしも自明でなくなっ

てしまった時代であるなら、その時代の大いなる欠如に耐えるものとして、その欠如から
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要請される形で公共性が出現したと考えることもできるでしょう。その限りでは、ハイデ

ガーにとってもハーバーマスにとっても、公共性とは一種の宙吊り状態、中途半端な未決

着の場、その意味で offen ではあるが、中途半端に offen な場、その意味で öffentlich な場

なのです。 

人はそういった中途半端な公共性の中では、何らかの全体的な経験というものに触れる

ことができません。やや意地悪い見方をすれば、ハイデガーの言う死への先駆とは、擬似

的な形で全体的でありたいという欲求が充足される機会だと言えるでしょう。この方向で

読む限り、運命となって共同体と一体化する、というのは、そういった宙吊りの薄明とし

ての公共性に終止符を打とうとする行いにほかなりません。 

ハイデガーが考えた共同体、民族がはたしてドイツというナショナルなものであったか

は、断定できません。少なくともそれまでのハイデガーの思索にはそういった民族的、排

外的なものを感じさせるものはほとんど見当たりません。むしろ批判的な対決を通して背

負い受けられるべき歴史の文脈はヨーロッパ、ないしは西洋の知の伝統と考えられていま

した。実際、第一次世界大戦によってヨーロッパとアメリカの関係は劇的に逆転し、戦中

に出現したソ連や新興国日本に対する警戒感を含め、ヨーロッパが脅威に晒されていると

いう危機感は、ハイデガーに限らず当時の多くのヨーロッパの知識人が共有していたもの

でした。ハイデガーが、第一次大戦後、一時期、シュペングラーの『西洋の没落』に取り

組んだことはよく知られています。また、この時代に、ヴァレリー、シェーラー、クーデ

ンホーフといった人たちによって、ヨーロッパをひとつの歴史共同体として捉え、それを

実際の政治的な統合に結び付けようとする機運も出てきて、これが少なくとも理念的には

現在の EU にも繋がっていきます。ハイデガーにおいて目指されていたものも、それが偏

狭なナチズム的世界観に直結するものではないにしても、公共性から逃れ出た先に、ある

いは公共性が転換を果たした先に見えてくると考えられていたのは、自分とそれとが一体

であると感じうる熱い共同体でした。それは、ドイツの民族共同体かもしれないが、こと

によると、ヨーロッパ共同体、あるいは西洋という共同体かもしれません。あるいは、こ

とによると、それまでの既存の文脈から独立した無色透明の共同体かもしれない。ただ、

当時、勃興しつつあったアメリカや、あるいはアメリカと共に西洋を挟撃しようとするソ

連を含むようなものでなかったのは間違いありません。 

 

 

３ 現実の公共性の構造転換の中で 
 

さて、先にも言いましたように、従来、私たちが、日本でハイデガーを読み、それにつ

いて論じる場合、そこでは暗黙の内に、両大戦を通じ、あるいは戦後になっても、かつて

の連合国側の主導によって形成された世界秩序に対する違和感が投影されていたのではな

いか、と私は考えています。日本の大学、とりわけ国立大学の中での、ドイツ語やドイツ

文化が占めていた特権的な位置の中で、ハイデガーはほとんど唯一の生けるドイツ精神の

化身として、戦後の大学界隈の公共圏と私的空間の狭間を生き延びてきた、と言えるでし
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ょう。おそらくハイデガーが考えたのとは少し違った形で、私たちは彼とのあいだに成立

するであろう、やはり一個の共同体を望み見ていたのです。 

しかし、戦後といってもすでに終戦から 63 年の月日が過ぎています。ハイデガーが亡く

なったのが戦後から 31 年後の 76 年、それからすでに 32 年の歳月が過ぎました。つまり、

この戦後の時間の中で、ハイデガーが生きていた期間より、死んでからの時間のほうが長

くなったのです。その間の大きな変化は、私たちがハイデガーを読むことの間に大きな変

化を与えずにはおれませんでした。なんと言っても、80 年代末から 90 年代初頭にかけて、

それまでの冷戦構造が崩壊しました。 

そして、ハイデガーの 2 世紀目に入り、昭和が終わったこの 89 年は、また同時にフラン

ス革命二百年に当たる年でもあったわけですが、まさに大変な激動の年で、ハイデガーの

命日に当たる 5 月 26 日から 9 日後、6 月 4 日に中国で天安門事件が起こり、秋からいっせ

いに、東欧の社会主義体制が崩壊していく、ベルリンの壁が開かれ、最後はルーマニアの

チャウチェスク大統領夫妻が銃殺されるというという、波乱に満ちた年でした。しかし、

それはよく言われるように単純に資本主義体制が勝利したということではありませんでし

た。たしかに翌 90 年から 91 年、ドイツの統一で世界が沸いた一方で、ソ連が崩壊してゆ

きますが、日本では、ちょうど、バブル経済が最後の頂点に達した後、それが破綻し、戦

後の西側諸国の 60 年代から続いた右肩上がりの経済成長の時代が終焉を迎えます。東西冷

戦の終焉は、西側陣営に位置していた日本にとっても、あらためて平和と繁栄をもたらし

たのではなく、東西冷戦の中で、ドイツと共に軍事的な禁欲の中で経済に自らのエネルギ

ーを傾注することで、他の西側先進国を凌駕する経済成長を成し遂げてきた、日本の微妙

な立ち位置が困難になり、やがて「失われた十年」と呼ばれる時期に突入していきます。 

しかし、それはまた、戦後日本のハイデガー受容の土壌をも変化させていきました。東

西冷戦の中で、ドイツの精神と文化を伝える存在として、戦前・戦中の日独枢軸を戦後に

なって屈折したかたちで体現していた、共感を伴ってハイデガーを受容するという枠組み

が崩れていくことを意味していたからです。フランスやアメリカのハイデガー文献が積極

的に日本で紹介されるようになるのは、これ以後のことだと思います。 

そして、冷戦構造や戦後の世界秩序の崩壊に歩調を合わせるかのように、92 年に大学設

置基準の大綱化という中で、全国の大学は一斉に教養課程を改組、解体に踏み切り、教養

科目の削減や第二外国語の必修が撤廃されてゆきます。本来、哲学や思想の研究とは直接

には特に関係のないはずの大きなうねりが押し寄せてきました。実際、少なくとも大学で

就職の機会を求める若い研究者にとって、これは、ベルリンの壁の崩壊以上に衝撃的な、

大学アカデミズムの擁壁の崩壊を意味しました。大学のカリキュラム制度によって辛うじ

て支えられていた哲学研究の経済的基盤が崩れたと言ってよいと思います。 

そして、冷戦の枠組みの崩壊とインターネットの普及によって生じたグローバル化と呼

ばれる大きなうねりの中、第二外国語の中のドイツ語やフランス語の位置も急速に低下し

ていきます。辛うじて残っている枠も中国語や朝鮮語によって圧倒されていきます。環境

や南北格差といった問題が浮上して以後、ヨーロッパ、とりわけドイツは、もはやアメリ

カやソ連に対抗しうる特別な存在ではなくなっていきます。せいぜい環境先進国というイ
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メージでその命脈を保つに過ぎません。グローバル化の動きに対する有力な対抗軸として、

日本の若者たちはヨーロッパ文化に期待していません。第二外国語も、しいて学ぶとすれ

ば、むしろそういったグローバル化の流れにうまく乗るためのツールとしての可能性が求

められています。アメリカ的な物質文明、あるいはマルクス主義に対抗する精神の文化と

してのドイツ思想、とりわけハイデガーという知的なラディカリズムという位置づけが、

急速に意味を失っていったのだと思います。 

現代世界の地政学的な構図について語られる際には、何よりも西洋とイスラム世界の対

立軸が前面に出てきて、ハイデガーの介入する余地が乏しくなりました。ハイデガーの描

く西洋存在論の歴史の構図では、それがあくまで存在忘却とニヒリズムの長い過程という

ひとつの閉じた筋書きであることが強調され、中世の時代に古代ギリシャの哲学が実はイ

スラム教圏で維持されていたという事実がごっそり抜け落ちていますが、それがこんなと

ころでしっぺ返しを食らうことになります。せいぜい、ハイデガーも文化の多元性と相互

の尊重を説いた人だというマイルドな形で、しかも大して重要でもなく、性格造形も乏し

い端役として登場するくらいです。 

一方で、グローバル化の時代には、その動きに対抗して、民族的なものへの回帰が実に

生々しいかたちで表面化し、地域や民族の自己主張が強まりました。そして、かつて多く

の知識人が構想したヨーロッパの共同体が実際に形となってきた今、その連帯の輪から外

れている日本人としては、西洋の閉鎖的完結を説くハイデガーに一方的に共同性を夢想す

ることは容易にできなくなっています。冷戦が終了した今、アングロサクソン的な公共性

に対する違和感をハイデガーに託すという、われわれのそれまでの流儀は有効ではなくな

りました。 

また、ごく常識的な意味でわれわれを包みこむ公共性は急速に変わってきました。やは

り、冷戦下で構想されたインターネットは、冷戦が終結したあとに爆発的に普及し、われ

われの生活に大きな影響を与えています。今日、公共性という概念について考えようとす

る場合、インターネットの中の様々な言説の交錯を抜きにして議論することはできません。

ハーバーマスが論じたのとはずいぶん異なる新たな「公共性の構造転換」を含む、現実の

このような種々の変革の中で、ハイデガー的な「公共性の構造転換」の果てにアレーテイ

アとしての共同性を立ち上げるという構図は、本来、それが期していたはずの全体的な見

通しを与えにくくなっています。 

考えてみれば、ハーバーマスも、彼のあの初期の代表作で企図したのは、啓蒙の時代の

みずみずしい公共性の姿を想起することによって、その精神の回復を期すことだったと言

えるでしょう。この批判性に関する限り、案外、薄明の公共性を真の共同性に向けて転換

させようとしたハイデガーの企図とは、さほど遠くかけ離れたものでなかったのかもしれ

ません。真の公共性のイデアを想起するにせよ、頽落した公共性をそのアレーテイアの発

露へと転換するにせよ、そのいずれの戦略も、今日の錯綜した公共性の実態の前に企図し

にくくなっています。しかし、それ以上に困難になっているのは、東西に分断された戦後

世界の中、大学界隈の公私の狭間でハイデガーを読むということに、自らが安住できるニ

ッチを巧みに見いだしてきた私たちの術策なのかもしれません。 
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Tamaki TAKADA 
Was heißt heute Heidegger zu lesen? 

― in der ständigen Strukturwandel der Öffentlichkeit 
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公共性における政治的なもの 
―H. アーレントのパースペクティヴから― 

 

齋藤 純一（早稲田大学） 

 

 

A. 「政治的なもの」と「社会的なもの」の対比 

 

 <the political>                   <the social> 

plurality (distinction)              sameness 

natality (beginning, interruption)     automatism 

contingency (unpredictability)       necessity (biological or historical) 

cf. OR, 61-62 頁 

 

 * 政治の条件たる複数性が含意する事柄 

世界を共有する他者の存在、他者との同権性（政治的平等＝イソノミア）、他者と

の非共約性（uniqueness）。 

  * 政治的であること 

自らが所有しえない他者のパースペクティヴ（意見／判断）を廃棄せず、それを考

慮すること。 

 * 反政治的なもの 

多の一への還元（cf. HC, p.214）、非共約的なものの共約的なものへの還元（行動主

義、功利主義等への批判）、単純反復（「行為」と区別される「行動」）と正常なものの

「専制」。 

 * 「始まり」（beginning）については、絶対的な開始としてではなく、諸々の実践がそれ

に先行する連続性において解釈することが可能（cf. B. Honig）。  

 

 

B. 公共的なものと私的なものの対比 

 

<the public>                         <the private> 

他者の現前（再‐現前化）            他者の不在 

言葉や行為における現われ         現われの不可能性（応答可能性の喪失） 

公開性                              閉鎖性 

→ 他者との「出会い」（meeting）、他者との予期せぬ関係の形成。 

 

* 他者の不在という点で拡張された「私」もありうる（nation であれ association であれ）。 
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C. Ch. ムフの「政治的なもの」との対比 

 

* agonism へのコミットメントという点では共通性もある。 

 

<Mouffe>                     <Arendt> 

敵対性（対立軸の形成）              infinite plurality （cf. HC, p.180） 

集合的アイデンティティの形成        “act in concert” 

（集団間の多元性）                    （複数性にもとづくアゴニズムの維持） 

「分離」の政治                      「出会い」の政治 

行為者のみ                          行為者＋観察者 

 

 * 「意見はけっして集団に属しておらず、もっぱら個人のものである」（OR, 367 頁）。 

 

 

D. 自己の脱中心化 

 

（1） 自己の中心化と複数性の廃棄 

自己疎外ではなく「世界疎外」（自己への疎外）こそ近代の特性として理解される（cf.    

HC, §35）。 

自己の中心化は哲学的（「主観」）、政治的（「主権性」）、社会的（「生命」）諸形態をとる。

他者が存在せず、偶然性が廃棄される仮想の「世界」の構築への欲望（cf. HC, p.243）が近

代哲学の伝統を支配してきた。 

 

 *「実存哲学とは何か」（1946 年）におけるハイデガー批判は自己の中心化への批判と    

いうラインに沿っている。 

 * カントは「多元主義」を「利己主義」（自己の中心化）に対する批判として提起してお

り、アーレントはそれを継承している。世界市民の一員としての他者との同権性（『人

間学』）。 

  * アーレントが批判するのは、自己への配慮一般ではなく、他者の存在と世界を度外視

する自己への配慮。思考はすぐれて自己への配慮であるといいうる。 

 

（2） 共同体化としての脱中心化への批判 

行為は他者との間に共同体を超える新しい関係を樹立してしまう（“boundlessness of    

action”, cf. HC, p.191）。 

「我‐汝」モデルによる公共性の理解への批判（“the true plural of  action”, cf. LM2, p.200）。 

「種的同一性」（自他を排他的かつ、相互に等質なものとして構成し合うアイデンティ
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ティ）への批判。 

 政治以前／以外の紐帯（「血と地」のみならず、本質／実体的なものとして解された文化

を含む）を媒体とする共同性への批判。 

 集合的同一性（われわれ）は「つくられるもの」から「つくられたもの」へとずれ落ち

ざるをえないという認識（cf. 酒井）。 

 

（3） 他者との出会いに向けた脱中心化 

① 運動の自由（エレウテリア） 

自由であること＝他者との出会いに向けて動くことが可能な状態。 

運動の自由を阻むものへの批判（e.g. 専制、全体主義、Verlassenheit）。 

② 視点の移動 

他者が実際にはいないところで他者を再‐現前化する。 

「再現前化する思考」（representative thinking）  ／「視野の広い思考様式」（enlarged 

thought）。 

他者の可能な視点の再現前化（他者の観点を「訪問する」）。  e.g. スラム 

過去の出来事や思想の再現前化。 

 

* 自らがその判断の偏りを正していく運動を続けていくうえで、他者の応答は不可欠

である。 

 

 

E. 観察者の公共性（or spectatorship） 

 

* 行為者に定位する公共性理解がこれまでのところ主流であった。 

 

（1） 観察者（spectators）の存在 

“The public realm is constituted by the critics and the spectators, not by actors or the          

makers.” （LKP, 63） 

「劇場」型の公共性を構成する観察者。 

共通世界は「娯楽」ではなく「文化」の領域であり、したがって、観察者はスペクタ

クルを享受する観客というよりもむしろ世界のあり方に配慮する批評家（歴史家、詩人

を含む）としての位置を占める。 

 

（2） 観察者のアドヴァンテッジ 

①「劇」の全体を見ることができる（行為者は部分的たらざるをえない）。 

② 没利害性（カントの「関心なき適意」）。世界への配慮という点でより有利な立場に

ある。ただし、いかなる判断も観察者のパースペクティヴに依存する（複数性は消

去されない）。 
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* cf. 『イェルサレムのアイヒマン』においてアーレントが示した判断。 

 

（3）観察者の役割 

観察者相互の判断（批評）の吟味（批評空間の形成）。 

“Spectators exist only in the plural. The spectators is not involved in the act, but he always   

involved with fellow spectators.”（LKP, 63） 

観察者相互の判断の交換・吟味=意見交換の領域としての公共性。 

 

① 世界を構成する諸物、世界に現われる事柄（行為・意見・出来事）に対する評価お

よび相互の判断（評価）に対する評価。 

正‐不正、美‐醜（greatness, disgust〔道徳的趣味〕）。 

*「善き生の構想」という意味での「善」に対する判断ではない。 

② “example”, “company” の選択／想起 

「真珠採り」の比喩（救済する批評）。 

過去の出来事の想起による未来の行為への希望の喚起（cf. 森, 233 頁）。 

観察者は自らの判断を通じて「今後（も）共にあるべき事柄」に対する選択を示す。 

③ 何が見るに値し、聞くに値するかを判断するのみならず、何が見られてこなかった  

か、聞かれてこなかったかを自らの判断を示すことを通じて明らかにする（批判的

思考の媒介によって、これまでの公共性に伏在する「規範的閉鎖（normative closure）」

を露わにする）。特殊な事柄を普遍的とされる規則に包摂することなく判断する反省

的判断力。 

 

（4）観察者の判断が適切であるための条件 

①「思考」（批判的思考）による媒介。 

現に通用している価値規準（既存の判断習慣）に対する徹底した批判。 

他の判断者に対する距離の設定（複数性を欠く「世論」への批判）。 

② パースペクティヴの拡張 

普遍性（universality）と区別される意味での一般性（generality）の獲得（カントとの決

定的相違、cf. 金）。 

他者の可能的
．．．

判断（現実的判断ではなく）の参照。 

③「共通感覚」への訴え。 

ただし「伝統の糸」は切れている（共通感覚の喪失を埋めるものとしてのイデオロギ

ーと演繹的思考）。 

「共通感覚」は、アーレントにおいては、すでに形成されているもの、あるいは各人

に内在するものとしてではなく、複数の観察者の相互の判断の吟味を通じて再‐形成す

べきものとしてとらえられている。 

* アリストテレスの「プロネーシス」との距離。 



公共性における政治的なもの（齋藤純一） 
ⓒ Heidegger-Forum vol.3 2009  

 

 43  

 

（5）行為者と観察者の関係 
観察者（予期せぬ名宛人）に向けての自己提示（“self-presentation”, LM1, p.37）。行為者は

観察者の判断に曝されることを予期しなければならない。 

観察者は言葉や行為における行為者の現われに応答する責任を負っている（より正確に

言えば、応答が不在の場合現われは生起しない）。 

アーレントにおいて、意見の交換と意見の形成（判断の相互吟味）は、政治的意思形成

‐意思決定へと直接接続してはいない（ハーバーマスとの比較）。 

行為者と観察者の区別は分析的なものであり、各人のうちで、思考‐判断することと他

者と協調して行為することとの間での緊張関係が維持される。 

 

（6）出来事（ドラマ）と日々の討議（政治） 

例外的な出来事（e.g. 革命）に対して観察者が示す判断（共感）の重視（cf. Kant『学部

の争い』）。 

日々の討議的政治（憲法原理をめぐる解釈の政治）の重視（cf. Habermas）。 

観察者＝観客はドラマに惹き付けられる（上記の二分法をとることはできない）。日々

の出来事に対して観察者が示す判断が政治文化の形成（再‐形成）にどのように関与して

いるかを明らかにする。 

 

 

F. 同一性に準拠しない政治的共同性（＝公共性） 

 

（1）複数性を廃棄する共同体への批判 

複数性は相互性の条件のもとで現実化される。 

政治的平等（イソノミア）が相互の
．．．

政治的自由（イセゴリア）を可能にする（cf. WP, 30-31

頁）。 

“a community of  equals where everybody has the same capacity to act.”（HC, 244） 

 

（2）非対称的な相互性 

非共約的なものの間の相互性。 

パースペクティヴ／経験の根源的な非対称性。 

「世界は同一の側面を二人のひとに示さない」。 

代理／表象の機制の拡張に対する批判（cf. 齋藤 2008, 第 3 章）。 

 

（3）政治的共同体を存立させる関係の媒体 

“boundlessness” および “unpredictability” という内在的な脅威に抗して政治的共同体を

いかに維持するという問い。「大海のなかの島」、「砂漠のなかのオアシス」というメタファ

ー。 
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「相互の約束」（契約・条約）と法としての制度化。 

 

* アーレントの描く法は「社会統合」にとって十分な内実をそなえているか？ 
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ハイデガーと西谷啓治 
―ニーチェ解釈をめぐって― 

 

秋富 克哉（京都工芸繊維大学） 

 

 

１ 問題の所在 
 

（１）「ズレ」を含む関係 
西谷啓治が日本でニヒリズムという主題を最も徹底的に問うた思想家の一人であるこ

とに、異論はないだろう。その代表的著作『ニヒリズム』（1949）の第 1 章「実存としての

ニヒリズム」で西谷は、第一に、ニヒリズムは自己の存在そのものが問いになる次元で初

めて問題になるものであることを押さえ、しかし第二に、現在理解されているニヒリズム

は西洋近代という特定の場所・時代と結びついており、したがって、日本でニヒリズムを

論じることには独自の事情が含まれることを指摘する。そして西洋近代の歴史的帰結とも

言うべきニヒリズムが独自な意味で歴史哲学の問題となることに言及し、「ヨーロッパのニ

ヒリズム」の歴史的背景から分析を開始、次いでニイチェ、スティルナー、ハイデッガー1

各々におけるニヒリズムを読み解きながら、これら西ヨーロッパの代表的な思想家に共通

する「創造的ニヒリズムと有限性との根源的統一
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

」（8-7）2を取り出してゆくのである。 

しかし、戦後 4 年という発表時期には、日本近代が行き着いた一つの終局がはっきりと

映っており、最終第 7 章「我々にとってのニヒリズムの意義」では、冒頭の問題提起を受

ける仕方で、日本近代の始まりが孕んでいた矛盾、つまり開国後の急速な西洋化による近

代化が一方で精神的伝統との結びつきの遮断という犠牲のもとに達成されたこと、しかも

そのような近代化の過程は、精神的危機を危機として自覚しない「自乗された危機」（8-178）

であったことを指摘する。そのうえで、西洋近代のニヒリズムが「我々」にとってもつ意

義とは、突き詰めれば、まさに「我々」がそのさなかにある危機を自覚しつつ、ヨーロッ

パ化の徹底の果てに東洋的伝統の可能性を再発見することであるとする。こうして将来に

向かって過去に遡るという姿勢から、仏教的な「無」や「空」の可能性が示唆されるが、

そこには、後の代表作『宗教とは何か』（1961）における「空」の主題化への方向性が見て

                                                        
本稿は、同表題の発表原稿に加筆修正したものである。ハイデガーの「良心」および「負い目」分

析における「道徳性」については、森秀樹氏、古荘真敬氏から有益なご指摘・ご質問をいただいた

が、遺憾ながら本稿では十分に展開することが出来なかった。その他、有意義なご意見をいただい

た方々に、改めてお礼申し上げる。 
 
1 人名表記は、西谷の論考や用語をそのまま記す場合のみ「ニイチェ」「ハイデッガー」とし、それ

以外は「ニーチェ」「ハイデガー」とする。 
2 西谷からの引用は、『西谷啓治著作集』（創文社、1986-1995 年）に基づき、巻数と頁数をハイフン

で結んだものを、引用の後に丸括弧に入れて表記する。ただし、旧漢字・旧仮名遣いはそれぞれ新

漢字・新仮名遣いに改めた。 
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取れるのである。 

ところで、小論の本題であるハイデガーとの関係について言えば、ハイデガーに割かれ

た第 6 章「哲学としてのニヒリズム（ハイデッガー）」は、鋭く核心を突く解釈を提示する

一方で、ある種の違和感を引き起こすのも事実である。というのも、そこで考察されてい

るのは、主に前期のハイデガー、つまり『有と時』及びその 2 年後の三部作におけるハイ

デガーであって、要するに、ハイデガー自身がニヒリズムという主題に踏み込む前の思索

だからである3。改めて確認するなら、西谷はハイデガーが未だ自らのニヒリズム理解を展

開する前の思想に、しかもハイデガー自らが「無の哲学」や「不安の哲学」等と受け取ら

れることに対して抵抗を示した前期思想4に、ニヒリズムの問題を見て取った。一方、ハイ

デガーは、西谷によってニヒリズムを洞察された前期思想を、もちろんそのこととは全く

関係なしに自己超克していく過程で、ニーチェとの本格的な対決を遂行し、ニヒリズムに

ついてのきわめて独自な思想を展開した。 

しかし、ここに指摘した両者の間のある種のズレは、時間的な前後による行き違いや誤

解といったものでは決してなく、そこには、両者の思想レベルの問題が明確に含まれてい

る。西谷に関しては、ニイチェ、スティルナー、そして前期ハイデッガーに共通に見て取

った「創造的ニヒリズムと有限性との根源的統一」が、無の創造性ということと繋がって、

西谷自身のニヒリズム理解を強く特徴づけ、やがてニヒリズムの超克の立場である「空」

の思想にも映されることになる。一方のハイデガーに関しては、前期の思索のなかで掘り

下げられた人間存在や自己、つまり実存のレベルの問題が、特にそこで見て取られた現有

の「無」の契機を含めて、1940 年代以降のニヒリズムの思想の展開にどのように取り込ま

れるかということが問題になる。これらはいずれも各々のニヒリズム理解に関わるものと

して、相手側の立場や解釈によっても照らし出される、きわめて積極的な問題であると思

われるが、両者直接の関係として何よりも問題にすべきは、西谷がハイデガー自身のニー

チェ解釈に、そしてニヒリズム解釈にどのように対峙したか、ということであろう。以下

では、そのことをめぐって若干の考察を試みることにしたい。 

 

（２）論考「ニイチェに於けるニヒリズム＝実存」による問題提起 
1966 年に『ニヒリズム』の新版が出された際、緒言で西谷は、旧版で扱った時期以降ハ

イデガーの思想が大きな旋回を含む発展を示し、ニヒリズムの問題も主題的に扱われたこ

と、したがって第 6 章の内容も新たに書き直されるべきであることを述べている（Vgl. 8-3）。

                                                        
3 西谷が文部省在外研究員としてドイツに留学し、フライブルクのハイデガーのもとで研究を進め

た 1937 年から 1939 年にかけての時期は、ちょうどハイデガーがニーチェとの本格的な対決を開始

した時期に重なっている。したがって、西谷は、未だ全貌が現われていないとは言え、ハイデガー

によるニーチェへの取り組み、そしてニヒリズムの主題化を承知していた。しかし、『有と時』を

中心とする前期の思索を、ハイデガー自身は後々まで決してニヒリズムと見なすことがなかったこ

とを踏まえるなら、この時期のハイデガーの思索のうちにニヒリズムを見て取ったことは、どこま

でも西谷の独自性であり、西谷のニヒリズムの立場である。 
4 ここで述べたようなハイデガーの態度は、前期の代表作「形而上学とは何であるか」（1929）を踏

まえた「『形而上学とは何であるか』への後記」（1943）に見受けられる。Vgl. Martin Heidegger 
Gesamtausgabe（以下［HGA］）, Bd.5, Frankfurt a.M., 1976. S.305. 
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しかし、すぐに取り組む機会が見出せないこと、旧来のままでもなお取るべきところがあ

るかもしれないこと等の判断のもと、唯一附録として添えられたのが、1952 年に発表され

た論考「ニイチェに於けるニヒリズム＝実存」であった。 

このように表向きは明確な積極的理由を挙げないままでの附加であったが、これから検

討するように、『杣径』（1950）の出版を経て書かれたこの論考は、明らかにハイデガーの

ニーチェ解釈との対決という意味を持っていたように思われる。そのことを示すのが、西

谷が冒頭で、『杣径』に収められた論考「ニーチェの言葉「神は死んだ」」に言及する以下

の言葉である。すなわち、「ハイデッガーは「神が死んだ」というニイチェの言葉を、「超

感性的な世界は作用する力がなくなっている。それは如何なる生命をも与えてくれない。

形而上学、即ちニイチェにとってプラトニズ厶として理解された西洋哲学は、終りをつげ

た」、ということを意味すると解している（Holzwege, S. 200）。また、「ニヒリズムの本質と

生起との範域は形而上学そのものにある」ともいう（ibid., S. 204）。私はむしろニイチェが

ニヒリズムの領域を、形而上学のみならず更にモラルにまで及ぼしたことを重視したいと

思う。とにかくプラトニズム的キリスト教的な形而上学とモラルの全体系が問題化して来

たのである」（8-188）と。 

すぐに気付かれるように、ここで西谷は、形而上学とモラルの領域を敢えて区別し5、ハ

イデガーのニーチェ解釈の核心を押さえながらも、それが前者に限定されると見なしてい

る。ニーチェがニヒリズムの領域をモラルにまで及ぼしたことを重視したいというのは、

ニーチェとハイデガーのニヒリズム理解の違いを強調する西谷自身の立場であるが、それ

は要するに、ニーチェのニヒリズムをめぐるハイデガーと西谷の違いでもある。 

したがって、検討されるべきは、ニヒリズムにおけるモラルの位置づけであり、要する

に、形而上学とモラルの関係についての理解の違いである。後で詳論するように、ハイデ

ガーが「価値」思想をニーチェのニヒリズム理解の軸に据え、モラルをも形而上学に含め

て受け止めたのに対し、西谷が二つの領域を区別しようとしたとすれば、両者の本意はそ

れぞれどこにあったのだろうか。これは結局、ニヒリズムの本質をどのように理解するか、

そしてニヒリズムの射程をどのように受け止めるかという根本的な問題に関わってくる。 

以下では、両者の立場の違いを確認するために、西谷の上記の発言が意味するところを

検討する。検討の対象とするのは、当該の論考と旧版『ニヒリズム』の全体であるが、そ

の考察の過程を通して、ニーチェの一連の主要語、「力への意志」、「同一なるものの永劫回

帰」、「超人」、「運命愛」等の解釈をめぐって、ニヒリズムの「主体」に関する両者の立場

の相違に触れることになるであろう。そこからさらに、両者独自のニヒリズム理解に含ま

れる若干の問題を確認し、「現代のニヒリズム」への視座を提示することにしたい。 

 

 
                                                        
5 西谷は、旧版の第 3 章「最初の完全なるニヒリスト（ニイチェ）」では、この両者に関して、前者

を理論、後者を実践に結びつけて記述している（Vgl. 8-56, 58）。しかし、旧版でも論考「ニイチェ

に於けるニヒリズム＝実存」の上述箇所でも、プラトニズムと結びついたキリスト教的世界観の全

体が、生成流転の世界の中で人間が陥る「実践的・理論的なニヒリズム」への対抗手段となり得た

ことを問題にする姿勢は、西谷において一貫している。  
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２ ニヒリズムの射程 
 

（１）ニヒリズムにおけるモラル 
西谷のニーチェ解釈において大きな比重を占めるのが、「キリスト教モラル」について

の言及である。それによると、ニーチェは、従来の諸々の理想や価値が立脚していたキリ

スト教モラルのニヒリズム的性格、生に対する徹底的否定の本性を取り出した。すなわち、

キリスト教も、他の宗教と同様、生成流転する現実の世界のなかで種々の苦悩や禍悪に出

会う人間が、その自然発生的なニヒリズムを克服するために、彼岸に絶対的な真実の世界

を虚構し、そこから世界の意味や統一性を求めるものであった。その際キリスト教モラル

は、架空の諸概念によって生の自然性を剥奪したのみならず、苦悩する者こそを良いとし

て選び取ることで生の本性である成長を阻止し、しかも「同苦」や「隣人愛」の徳に代表

されるように、弱者相互の連帯によって生の退潮を伝染的に倍加させた。デモクラシーや

社会主義もまた、生の頽落や生に対する敵対性を含むかぎりで、キリスト教モラルの継続

である。それは、成長や登高を本質とする「力への意志」の逆倒された働きによるもので

あり、この意志が自己欺瞞的に事態を推し進めていくことになったのである。 

しかし、このようにキリスト教モラルに潜むニヒリズム的傾向を暴き出し、その否定の

徹底を通してニヒリズムの超克に向かわせたのは、当のキリスト教モラルが育て上げた「誠

実さ／真実性／真実さ（Wahrhaftigkeit）」ないし「正直（さ）（Redlichkeit）」に他ならなか

った（西谷は、この 2 つの概念がニーチェおいて段階的に区別される場合があることにも

触れているが（Vgl. 8-209）、以下では「誠実さ」に代表させて記述する）。「誠実さ」が自

らの母胎であるキリスト教モラルを解体させるという、誠実さの弁証法的性格への洞察は、

キリスト教モラルに対するニーチェ理解の核心であり、西谷もまたこの点を大きく取り上

げる。そしてこのモラルへの着眼は、論考「ニイチェに於けるニヒリズム＝実存」では、

とりわけ科学とモラルの関係についてのニーチェ独自の立場を重視する態度となって詳し

く論じられていくのである。 

西谷は、無自覚的なニヒリズムから自覚的なニヒリズムへと高まっていく際の転換力と

なる「誠実さ」の徳を、『ツァラトゥストラ』冒頭に置かれる「精神の三態の変化」および

関連する遺稿に沿って考察する。まず第一の道程で、畏敬・聴従の精神である駱駝が「斑

ら牛」的なものを去ってニヒリズムの砂漠へ向かうとき、精神的禁欲、自己否定の勇気と

して転換力となるのは誠実さの徳であった。さらにこの転換力は、第二の道程、尊敬する

心情を破却し「我欲す」の自由を発揮する獅子への変容において、いっそう際立ってくる。

というのも、この精神は、自らが尊敬するように学んできた態度や思想にも偏執を抱くこ

となく、時に否定や破壊をも辞さずに臨む自己超克の精神であり、この精神こそが科学す

る人間の実存を可能にするものだからである。それは具体的に、近代の無神論と最も深く

結びつく機械的世界観をも「最大の厳しさと錬成を必要とする」、そして「最も正直な」世

界観として受け止める、科学的良心の働きである。 

ただし、それは単に科学的世界観を最も確実なものとして受け入れるということではな

い。ニーチェは、科学者や科学主義の思想家たちが科学的真理を絶対的な真理として探求
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する態度の根底に、「真理への意志」として従来の形而上学やキリスト教の名残を認め、神

が死んでもなお残るモラルと徹底的に対決した。ニーチェによる科学的良心の徹底は、科

学の基礎にあるモラルを問題に化すことで帰結するニヒリズムを、自らの問題として受け

止める実存的態度であった。そこにこそ、科学的世界観に顕著に現われた歴史の帰結を自

らの実存に引き受ける実験の精神、人類の運命を決断的に自己の運命として担う「自己＝

運命（ego-fatum）」6の立場、運命に対する大なる肯定としての「運命愛」が見て取れるの

である。それは、歴史的な困窮が歴史と一つになった実存の立場で困窮の転換となること、

そのようにして困窮（Not）の転換（Wende）が必然性（Notwendigkeit）として価値転換の

端緒になることである。それは、新しい価値を創造する第三の道程、ニヒリズムを通して

のニヒリズムの超克の端緒である。この第三の道程、小児への転換にはニーチェの肯定の

哲学が属し、運命愛、力への意志、ディオニュソス、永劫回帰等がその契機として展開す

るのであるが、そのことに向かう前に、モラルについての西谷の立場を検討しておきたい。 

この文脈で注意したいのは、誠実さの徳について西谷が、「彼岸に立てられた「神」と

か「真なる世界」とかの無根拠性が認識された後でも、其等の観念に支えられたモラルは

なお生き続ける」（8-208）と述べ、ニーチェが神なき世界にあってこの徳は「一つの生成

しつつある徳」として求められるとした洞察を、重視していることである。「神は死んだ」

の語に集約されるように、従来の最上の諸価値が価値を失い、キリスト教的プラトニズム

として西洋世界を伝承されてきた形而上学の土台が崩落しても、そのなかで育てられた徳

は、ニヒリズムの自覚を促す力となり、能動的ニヒリズムの主体としての実存を可能にす

る。西谷が論考のタイトルを「ニヒリズム＝実存」としているところに、あるいは著作『ニ

ヒリズム』の第 1 章を「実存としてのニヒリズム」としているところに顕著であるように、

西谷にとってニヒリズムとは、何よりも実存的問題として問われるべきものであり、その

点にこそ西谷がニーチェから学び取った最大のことがあったと思われる。その際モラルと

は、ニヒリズムと実存を結びつけるものであり、言い換えれば、歴史的ニヒリズムを実存

の問題として受け止め、ニヒリズムを徹底することによってニヒリズムを超克するものに

他ならなかった。 

以上のことは、ハイデガーのモラル理解を対照することでいっそう明らかになる。ニー

チェについての第三講義や第四講義等の分析に基づくかぎり、ハイデガーは、ニーチェに

おける「モラル」ということで、広義には諸々の価値評価と支配関係の体系を、そして狭

義にはキリスト教的プラトニズ厶の二世界観的な価値評価、つまり超感性的な理想が基準

となる体系を理解している。いずれにしてもモラルは価値評価ということから理解され、

したがって、価値設定の原理である力への意志から捉えられることになる。そして力への

意志はニーチェの形而上学の根本思想であるがゆえに、結局ニーチェはモラルを形而上学

的に理解したというのが、形而上学とモラルの関係についてのハイデガーの解釈の立場に

                                                        
6 ニーチェ自身の表記は、„Ego fatum“（25[158] Frühjahr 1884, KSA, Bd.11, S.55）, „ego - Fatum“（27[67] 

Sommer-Herbst 1884, ibid., S.291）となっている（ニーチェのテクストは、Friedrich Nietzsche: Sämtliche 
Werke, Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, Berlin/New York, 2., durchgesehene Aufl.による）。なお、ニ

ーチェにおける「自己＝運命」の表記と理解については、竹内綱史氏にご教示を得た。ここに記し

て感謝申し上げる。 
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他ならない7。 

ところで、このような解釈の立場は、周知のように一連のニーチェ講義を通して決定的

なニーチェ像となっていった。ハイデガーによれば、価値設定の根源について無自覚な素

朴な立場に対し、価値設定の主体が人間自身であることを積極的に認め、効力を失った価

値に換えて新たな価値を設定する意志的主体、自らを新たな価値設定の原理たる力への意

志として意志する主体こそが、従来の人間類型を越えて新しい歴史に向かう人間、「超人」

である。ハイデガーはこのような超人理解を、少なくともある時期から一貫させている。

ハイデガーによれば、全体的な有るものは本質において力への意志であり、それは自らの

目標を有るものの外部に措定することはないがゆえに、力の本性に従って自ら高まりつつ、

そのようにして自らを越え行くことは、常にまた自分自身に立ち返ることになる。したが

って、力への意志を本質とする有るものは、現実の有においては同一なるものの永劫回帰

である。ただし、力への意志そのものになって働く主体こそは、全体的な有るもののただ

中で自らを意志することが同時に全体的な有るものを意志することであること、つまり力

への意志において全体的な有るものと一つになることを知っている。力への意志と永劫回

帰の両思想の根源的な統一は、意志的主体を根底に置くことによってより明確になるので

ある。力への意志と永劫回帰を形而上学的な有の規定において統一するハイデガーの独自

な解釈については考察を省略するが、いずれにしても、ハイデガーは、力への意志の運動

そのものから永劫回帰を基礎づけてまさしく円環を閉じさせ、そのなかに意志的主体を取

り込むことで、ニーチェの立場を形而上学的に完結させてしまった。したがって、ニーチ

ェにおいて大きな位置を占める芸術も、西谷が重視した科学も、あくまで力への意志から

形而上学的に捉えられることになった。形而上学の根拠づけから出発し、形而上学の根底

への帰り行きに向かったハイデガーにとって、歴史としての形而上学がニヒリズムという

帰結を伴っていっそう強固な構造体になったことは明らかであろう。そうであるだけに、

形而上学の伝統の中で形而上学そのものに向かうには、この形而上学を一つの完結態とし

て受け止める必要があった。しかし、そもそもそのようなニヒリズムのただ中で形而上学

をくぐり抜けていく主体の立場、西谷的に言って「実存」の立場がいかなるものとなるか

という問いは、改めてハイデガーに向けられるのではないだろうか。 

 

（２）「自己＝運命」の立場 
「力への意志」と「同一なるものの永劫回帰」の根源的な統一は、ハイデガーのニーチ

ェ解釈を一貫する問題であり続けたが、この両思想の関係は、西谷にとっても大きな関心

事であった。ただし、西谷は、永劫回帰思想にニーチェにおける肯定の哲学を積極的に見

て取り、しかも両思想の連関の中での「運命愛」の意義を重視する。ここに、ニーチェ解

釈をめぐる西谷とハイデガーとの決定的な違いが現われている。 

西谷によれば、神が死んで後、別ではあり得ない唯一の世界に無限に別であり得る意志

が身を任せる時、ニーチェが「私の最も内的な本性」と呼んだ「運命愛」が現われる。必

                                                        
7 特に、ニーチェ第四講義ないしネスケ版『ニーチェ』所収「ヨーロッパのニヒリズム」の「ニー

チェによる形而上学の「道徳的」解釈」を参照。Vgl. [HGA] Bd.6.2, S.102ff., Bd.48, S.123ff. 
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然性と偶然性、運命と意志の戯れの自己同一を説くこの運命愛は、「創造する自己」の立場

において初めて可能になる、と西谷は言う。あらゆるものが自己にとって運命となり、自

己があらゆるものにとって運命となる世界、その世界にあって「力への意志」に基づく創

造的自己は、世界の生成として現われる遠近法的な力への意志と一つに働くのであり、そ

れは意志そのものの本質に戻ることに他ならない。そのような自己の本質を示すものとし

て、西谷が取り出すのが、先にも触れたニーチェの「自己＝運命」（ego-fatum）の概念で

ある（ニーチェの立場に即して、ego を「自己」としてよいかどうかは問題であると思わ

れるが、いったん西谷の訳語に従う）。 

西谷は、この概念について、特に旧版第 4 章「肯定的ニヒリズム（ニイチェ続）」では、

運命が自己との自己同一にもたらされる「自己＝運命
．．

」と、自己が運命との自己同一にも

たらされる「自己
．．

＝運命」とに区別して解釈する。すなわち、自らの意志に反する一切を

含む世界を肯定する時、たとえば先の機械論的な世界観におけるように、人類の歴史的運

命を自己の運命として積極的に肯定する時、運命的必然は自己の実存と一つとなり、摂理

としての運命の概念の転換がもたらされるのに対し、自己の概念の転換がもたらされるの

が「永劫回帰」思想であるとする。一般に、超越的な永遠のもとでは、自己はその永遠性

によって時間の束縛や無常の苦悩から解放されるであろう。しかし、超越的な永遠が否定

されるとき、永遠は、永遠にめぐる時の円環という形態を取る。なぜなら、永劫回帰こそ

が、それを自己化するのに最大の苦悩と勇気を必要とする最大の深淵として、同時に最大

の決断を可能にするものであり得るからである。そして、そのような時間の束縛からの自

由は、「時間の中にあって時間を真に時間的
．．．．．

に生きることが時間の束縛からの解放になると

いうような」（8-90）立場となる。このとき、決断によって困窮を転換させ自らの必然性と

して直接に生きる自己の、時間のただ中での脱自的な場、自己の転換の場が、瞬間に他な

らない。瞬間もまた回帰するが、重力の精に打ち勝った勇気は、「これが生であるのか。さ

らばよし、もう一度」と意志することで、時間を永遠にし、そして曲線にする。 

ここにおいて、意志は意志しつつ、しかも世界の戯れと一つになる。すべてのものをす

べてのままに肯定する創造的な意志、その具現としてのツァラトゥストラが自らと同じよ

うに将来に生み出す者、それが最も遠い者にして来るべき者、超人である。西谷は、創造

する意志の働きに超人の到来が証されると語る。さらにこの肯定の立場は、新しい宗教的

生としてのディオニュソス的なものに繋がるものであり、西谷は特にその宗教の本質的な

契機として「笑い」と「痴愚」を指摘するのであるが、今は言及のみにとどめておく。 

以上、西谷がニーチェのニヒリズム思想の中に見出す肯定の哲学について概観した。既

に繰り返したように、世界の肯定は力への意志、創造する意志によるものであり、そこに

ニーチェのニヒリズム的実存を積極的に認める西谷の立場がある。この実存は、決して非

歴史的／超歴史的なものではなく、人類の歴史的運命を自己の運命として肯定する「歴史

＝実存」の立場であった8。しかし、このように西谷の立場を受け止める時、先にも触れた

                                                        
8 西谷は、論考「ニイチェに於けるニヒリズム＝実存」の最後に、ニイチェにおける「肉体」の思

想に触れ、ニイチェに於ける実存が、「「肉体
．．

」としての実存
．．．．．．

」（8-226）であるとする。この「肉体」

への着目も、ハイデガーの立場との対照である。 
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問題が浮上する。すなわち、このような実存の立場は、ハイデガーの立場においてどのよ

うに受け止められるかということである。 

以下では、この問題を念頭に、これまでに触れ得たかぎりの問題連関のもと、「現代の

ニヒリズム」にも眼差しを向けながら、両者各々の「ニヒリズムを通してのニヒリズムの

超克」の立場について若干のことを述べてみたい。 

 

 

３ ニヒリズムを通してのニヒリズムの超克 ―現代のニヒリズムへ 
 

（１）「有の問い」の立場から／へ 
冒頭で、ハイデガーと西谷のニヒリズム理解についての「ズレ」を指摘し、しかしそれ

は双方の思想的対話に積極的な意味をもたらし得るものであることを述べた。今問題にす

るのは、その一つの可能性である。すなわち、西谷がニヒリズムと実存を関連させて前期

ハイデガーの立場を受け止めたところから、ハイデガーの立場全体を照らす試みである。

ここでは、本発表の文脈に沿う仕方で、もう一度モラルの問題を導きとしたい。 

ハイデガーの前期思想でモラルの問題に関わるのは、周知のように、『有と時』におけ

る「良心」の分析である。現有の有としての「慮（Sorge）」の声である良心の呼び掛けを

聴くことが、自らの「負い目的に有ること」を理解することであり、そして根源的に負い

目的で有ることが、道徳性一般の可能性の実存論的な制約であるとされたことは、基礎的

存在論と道徳の問題との接点を成している。しかし、そこでもハイデガーの意図は、道徳

哲学を求めることではなく、道徳性を存在論的‐実存論的に基礎づけることであった。「語

り」としての「良心」が、非本来的自己から本来的自己への転換を遂行するものであり、

この「良心」や「負い目」の分析が、「ある無なることの根拠で有ること」や「良心を＝持

とうと＝意志すること」等の術語を伴って、「無」と「根拠」ととりわけ「意志」に関わる

ことは、『有と時』のなかでニヒリズムとの繋がりが最も強く見出される箇所であろう。自

らの有のうちに本質的に無を含んだ「現有」についての理解が、「死への有」を経て 1920

年代末の現有の有限性、有と無との共属等へ展開していくとき、西谷が前期ハイデガーの

思想にニヒリズムを見て取ったのは、まさにこの文脈を押さえてのことであった。 

そのかぎり、このような前期の実存の分析の立場が、『有と時』の試みの挫折を経て中

期以降の思索に、とりわけその独自なニヒリズム理解のなかに果たして且ついかに確保さ

れるかということは、ハイデガー解釈の大きな問題になり得ると思われる。もちろん、人

間の「現有」ないし「現‐有」が一貫して問題になっているとしても、まさにハイデガー

自身がニヒリズムとしての形而上学を徹底させながら、その超克に向かおうとしたように、

ニヒリズムをくぐり抜けていく中からその超克に向かう主体ないし実存への問いが、ハイ

デガーの思索に向けられ得るであろう。その意味では、モラルという言葉を使うかどうか

の問題ではない。たとえば、一連のニーチェ講義のうち、永劫回帰を扱った第二講義での

「瞬間」や「決断」についての記述は、『有と時』の「時性」の分析を背景にしており、そ

のかぎり、主体の問題が最も強く現われているところと言えるかも知れない。しかし、こ
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の講義は当初の計画全体が遂行されず、それ以後は、ニーチェの立場を形而上学の完成と

する解釈が強固になってゆく。それでは、ニヒリズムの徹底と同時にその超克を実存レベ

ルで見る立場は、ハイデガーの思索の中に見出せないだろうか。ここではきわめて大枠し

か述べられないが、私はブレーメン講演以降の思想に、その可能性を探りたい。 

ハイデガーは、「有の歴史」の思想のもと、第一の元初に始まる形而上学の歴史を、意

志の覆蔵された本質が「意志への意志」に展開する歴史として捉え、有それ自体が思惟さ

れないままに留まるニヒリズムの本質が現代技術の支配する世界において究極に行き着く

ことを捉えていた。そして同時に、そのニヒリズムを徹底的に思索し抜くことを通して別

の元初を準備する立場を求めていった。この歴史理解を前提に、40 年代後半以降、「放下

（Gelassenheit）」の立場をより明確に打ち出しながら、「四方界（Geviert）」の新たな世界理

解とともに、「死を死として能くする」「死すべき者たち」の新たな人間理解を示す。とり

わけ、西谷が『ニヒリズム』の新版の緒言で、ハイデガーのニヒリズムの本質の究明に際

して必ず参照すべきとして名指した論考「有の問いへ」では、「有」に斜めの十字を重ねる

ことで、「有」と「四方界」との繋がりを表現しようとした。 

四方界の世界像は牧歌的ないし神話的等と批判されることもあるが、現代技術の本質で

ある「集立態（Gestell/ Ge-Stell）」の世界を背景にニヒリズムとの対決をはかるハイデガー

にとって、それは単純に非歴史的な牧歌的世界ではあり得ない。四方界の一隅を占める「死

すべき者たち」は、前期ハイデガーの立場をも特徴づける「死」の受け止め直しのもと、

死の自覚を通して出会われる他者との連帯性の可能性を、そして神的なものたちとの関わ

りの可能性を、そのつどの天空と大地の関係を含めて確保していくものである。たしかに、

「死を死として能くする」にしても「放下」にしても、各々をその可能性においていっそ

う掘り下げていくことが求められる。しかし、現代技術の本質にニヒリズムを見たハイデ

ガーにおいて、四方界の思想は、技術に支配された世界でもなお種々の仕方で出会われる

「死」を、「われわれ」が受け止めるところから始まる「世界‐自己」理解の一つの試みと

して、なおも検討に値するものであるだろう。 

 

（２）「空」の立場から／へ 
西谷の「空」の立場について、ここでは詳論できないので、その代わりに、『宗教とは

何か』でのニーチェの位置づけについて簡単に触れ、併せて若干の問題を提示することに

する。 

まず言えるのは、この書では、もはやハイデガーの解釈との違いを際立てるニーチェへ

の肯定的評価ではなく、ニーチェそのものへの対峙ないし批判が現われてくることである。

たとえば、ニーチェにおける肯定の哲学を評価しつつも、その立場について、「そこ（「生」

や「力への意志」）へ帰ることが、自己が真に自己自身になるという主体的自覚の意味をど

こまで含んでいるか、その点は十分に明瞭とはいわれない」（10-75、丸括弧内は筆者）と

して、「現実の生活の直下に絶対の無に立つというエックハルトのような立場が現れるまで

には至っていないように思われる」（ibid.）という評価を下す。これは、初期の『根源的主

体性の哲学』（1940）の第一論文「ニイチェのツァラツストラとマイスター・エックハルト」
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において、両者の思想的親近性を強く提示していたのと異なり、むしろエックハルトの絶

対の無の立場に、その後展開する「空」の立場との親近性を認めるものである。既に『ニ

ヒリズム』の最終第 7 章で、大乗仏教の立場の中に「ニヒリズムを超克したニヒリズムす

らもが至らんとして未だ至り得ないような立場が含まれている」（8-185）と述べていたが、

その立場の相違がはっきり自覚的に展開されたのが『宗教とは何か』であった。 

しかし、ニヒリズムが徹底的に歴史的な問題であることからすれば、その超克である空

の立場がいかに時間の問題、歴史の問題に関わるべきかが当然西谷の立場に跳ね返るので

あって、最後の二章「空と時」「空と歴史」は、その課題の探求のもと、再びニーチェの立

場に言及する。しかし、そこでも、力への意志や永劫回帰について、「まだ歴史的なるもの

の歴史性を全うし得ないところを含んでいる」（10-257）というネガティヴな評価が最終的

になされることになる。 

以上の問題の検討は今後に期するより他ないが、最後に、ハイデガーのニヒリズム理解

の側から西谷に向けられ得る問題を提示しておきたい。西谷は、「虚無」の現象の分析を進

めるなか「機械化」を取り上げ、人間の機械化と政治体制の機械化を論じつつ、科学の問

題を科学技術、つまりテクノロジーにまで拡げて受け止めている。そしてその文脈のもと、

ニーチェのニヒリズム理解の特色としたモラルについて、「科学の進歩と人間のモラルの進

歩との跛行」（10-98）、あるいはむしろ「逆行」を指摘する。しかし、「現代のニヒリズム」

の歴史的現代性をテクノロジーに認める時、空の立場がテクノロジーの問題に、また科学

の進歩と跛行ないし逆行するとされたモラルの問題に、どのように関わるかということの

考察は避けられない。それは、西谷の思想に即して検討すべきものであると同時に、その

思想を西洋近代および日本近代のニヒリズムとの対決から出て来た一つの有力な試みとし

て受け止めつつ、現代のニヒリズムに向かう「われわれ」が積極的に検討すべきものであ

ると思われる。その作業は、「機械化」が「情報化」となって全地球的に拡大し、その全地

球の環境がかつてない危機に瀕している今日、まさに「われわれ」の問題に向かうための

大きな導きとなるであろう。 

 

Katsuya AKITOMI 
Martin Heidegger und Keiji Nishitani 

― vom Aspekt der Nietzsche-Interpretation 
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明治期アカデミー哲学の系譜と 

ハイデッガーにおける形而上学の問題 

―如来蔵思想とユダヤ・ヘブライ的思索の収斂点― 
 

井上 克人（関西大学） 

 

 

I 明治期アカデミー哲学の系譜 
 

I - 1 
本稿のテーマは、近代日本における「明治期アカデミー哲学」の系譜と「ハイデッガー

における形而上学の問題」という、一見すると或る奇妙な、そしてかなり強引な仕方で結

合される「と」ということの内実を究明することにある。日本に「哲学的伝統」が果たし

てあるか否か。云うまでもなく所謂「哲学」という学問は日本においては明治以後始めて

西洋から取り入れられた学問であり、日本では西洋的な「哲学」という学問の歴史は浅い。 

明治 11 年（1878）にアメリカから来朝したフェノロサ（E. F. Fenollosa 1853-1908）は、

政治学、経済学の他、当時流行の進化論を講じたが、同時にそれをドイツ観念論と併せて

講述し、とくにヘーゲル哲学を力説したと云われている1。明治 16 年（1883）に公刊され

た井上哲次郎（1855-1944）の『倫理新説』に於いては、しばしばカント、フィヒテ、シェ

リング、ヘーゲルの名が挙がっている。とは云え、ただ彼らの哲学の基本的枠組みのみが

紹介されているに過ぎない。ただ注意すべきことは、ここでは、ドイツ観念論が既に東洋

的形而上学と結びつけられ始めている点である。これについては、井上円了（1858-1919）

も同様である。彼は『仏教活論序論』（明治 20 年）の中で、仏教の「真如」とヘーゲルの

絶対者とを同一のものと見做し、ヘーゲルがシェリングを批判して、「相絶両対不離なるゆ

えんを証」したと述べて、「仏教に立つるところのものはこの両体不離説にして、ヘーゲル

氏の立つるところとすこしも異なることなし」と云う2。 

明治 17 年（1884）の１月、井上哲次郎や井上円了、三宅雪嶺（1860-1945）など東京大学

哲学科の卒業生を中心に「哲学会」が結成され、後年のドイツ哲学中心の官学アカデミズ

ムの出発点となる。明治 20 年以後になると、漸くドイツ観念論も詳細に紹介され、30 年

代には哲学界の主要勢力を形成するに至った。ただ、これら観念論の受容は、神秘的、宗

教的な側面から捉えられつつも、ヨーロッパの科学理論にその支柱を見出そうとしている

点に当時の哲学界の特異な側面がある。この領域で最も活躍したのは上記の井上哲次郎お

よび井上円了である。彼らの哲学的立場は、一言で云えば「現象即実在論」にあった。す

なわち真の「実在」は現象の背後にあるものではなく、現象の只中に内在するという考え

                                                        
1 井上哲次郎「明治哲学界の回顧」、岩波講座『哲学』、1932 年、70 頁。 
2 『井上円了選集』第 3 巻所載、1987 年、東洋大学発行、369-370 頁。 
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である。これは大乗仏教思想および朱子学の根幹をなす「本体的一元論」、すなわち外に超
．．．

越者を想定しない
．．．．．．．．

思考様式である。後述する重要な仏教論著『大乗起信論』のいわゆる「万

法是真如真如是万法」という定式がこのことを表現している。 

井上哲次郎はアカデミー哲学創成期の哲学者として、「純正哲学」としての形而上学を

提唱し、独自の「現象即実在論」という形而上学的一元論を説いたが、その目指すところ

は東西文化の哲学的総合にあった。しかし彼の試みた総合は、所詮はヨーロッパ哲学の概

念と仏教的概念との折衷・混同に終わったと評されても仕方のないものであった。 

明治 17 年（1884）に生まれた「哲学会」により、明治 20 年（1887）には「哲学会雑誌」

が創刊され、それが明治 25 年（1892）には「哲学雑誌」と改題されて、内容も次第に充実

したものになっていった。翌 26 年（1893）には、ドイツ哲学の導入に大きな役割を果たし

たブッセに代わってケーベル（1848-1923）が来朝する。その初講義を聴くのは、哲学界の

次の世代を担ういわゆる「秀才組」の桑木厳翼、姉崎正治、高山樗牛らであった。明治 30

年代以降、「純正哲学」（ドイツ観念論）の研究が本格化してゆく度合いに応じて、わが国

の哲学がアカデミー哲学として確立されることになった。 

 

I - 2 
さて、こうして井上哲次郎や井上円了らは西欧の哲学思想を受容していくなかで、次第

に自分たちが伝統的に継承してきた東アジアの思想ないし宗教思想がきわめて優れた哲学

体系を持っており、その内容も西洋哲学と比較しても決して遜色のないものであるばかり

か、十分に形而上学的思考と云えるものであることを確信するにいたる。それは一言で云

えば「本体的一元論」の思考様式であり、この東洋的一元論を世界に提示することで、従

来の二元論的な西洋哲学的思考に対抗しようとしたのである。先述したように、明治期に

試みられた「日本独自の哲学思想」の最初の結実として、まず、東京大学第一期生である

井上哲次郎の「現象即実在論」が指摘されなければならないのだが、彼のこの発想は、じ

つは渡部清氏の指摘によれば、東京大学で曹洞宗僧侶の原坦山（1819-1892）が担当した「仏

書講義」の授業でテクストに選ばれた『大乗起信論』（以下『起信論』と略記）から発想を

得たものなのである3。さらに彼は、そこにスペンサーの第一原理および不可知論をはじめ

とする西洋哲学と、そして当時の科学の用語や思考方法と論証形式を総合的に加味して成

り立たせた思考形態を自ら「現象即実在論」と呼んだのである。 

原坦山は明治 12 年から 21 年までの 10 年間、東京大学ではじめて開設された「仏書講義」

（後に「印度哲学」と改称される）の初代講師を務め、好んでテクストとして『起信論』

を採用していた。彼は仏教を「心性哲学」と呼んだが、西洋哲学の多くの理論と学説が概

して二元論であるのにひきかえ、大乗仏教の哲学的思考様式は一元論である点に特徴があ

る。『起信論』で説かれる「真如」はわれわれの思議や言説を絶する無差別平等の真実在で

あり、それが自らを差別と生滅の次元へと自己内発的に起動発展していく消息が論理的に

                                                        
3 渡部清「仏教哲学者としての原坦山と『現象即実在論』との関係」（上智大学哲学科『紀要』第 24
号所載、1998 年）および「井上哲次郎の哲学体系と仏教の哲理」（同『紀要』第 25 号所載、1999
年）参照。 
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開陳されている。これは云うなれば、東洋の形而上学としても通用するものであった。 

さて、井上哲次郎が大学時代に影響を受けた人物として、坦山以外には、前に触れた西

洋哲学の教師、フェノロサも無視できない。明治 10 年（1877）に創立された直後の東京大

学における哲学専門研究はアメリカ人教師であるフェノロサを以って本格的に始まる。彼

はカントをはじめとするドイツ哲学のほかに、好んで進化論や当時のイギリスにおいて最

大の哲学者と目されたスペンサー（1820-1903）を取り上げ、とくに『第一原理』（First Principles, 

1862）に基づいて哲学的・社会学的思想を主として講述した。 

井上はそのフェノロサからスペンサーの哲学を学び、明治 16 年に公刊した『倫理新説』

のなかで、とくに彼の「不可知者（The Unknowable）」の概念に着目して自己の哲学を展開

している。この概念は、いわば形而上学的・超越的な神概念の哲学的表現であり、それは

また「定義しえない無限者」、「宇宙の第一原因」、「無限の絶対者」等々と云われている。

井上は、そうしたスペンサー哲学に倣って、感覚的経験の対象である現象と「実体」とを

対比して考察し、「実体」は現象の裏面にあって、われわれの感覚ではとうてい把握しえな

い幽奥なるものと説いている4。ところが、ここでとくに留意したいのは、「実体」という

語に井上は「リアルチー」というルビを付し、すなわち英語の reality の訳語として「実体」

を用いていることである。現代では reality は「実在」と訳されるのが普通である。これも

渡部清氏の指摘によるのだが5、明治 14 年に井上が中心となって編纂したわが国最初の哲

学辞典『哲学字彙』でも、英語の reality は「実体」と訳されており、またそこに我々にと

って大変興味深い説明を加えている。項目は簡単にこう記されている。「Reality 実体、真

如、按、起信論、当知一切法不可説、不可念、故名為真如」。「按」とは｢参照せよ｣の意で

ある。つまり、後には「実在」と訳されることになる英語の reality を彼は『大乗起信論』

の「真如」に対応させて理解している。「真如」とは、ここに記されているように、まさに

一切の言詮を絶する深遠にして超越的な真実在にほかならない。それはまたスペンサーの

いわゆる「定義しえない無限者」、「不可知者」と符合していることは改めて云うまでもな

い。では『起信論』とはどういう内容をもつものなのか、次にそれを紹介しておきたい。 

 

I - 3 
 『大乗起信論』6によれば、我々の「衆生心」には「心真如」と「心生滅」との両面があ

って、互いに不即不離の関係をもっている。心の本性すなわち心真如は、それ自体清浄で

あり、心の生滅変化（時間）を超越し、不生不滅（無時間的、先時間的）でありながら、
                                                        
4 『倫理新説』（明治 16 年）『明治文化全集』第 23 巻「思想編」所収。日本評論社、1967 年、419 頁。  
5 渡部、前掲論文（1999 年）75-76 頁参照。 
6 『大乗起信論』については、以下の諸著作を参照。 

平川彰『大乗起信論』（『仏典講座 22』）大蔵出版、1973 年。 
衞藤即応『大蔵経講座 大乗起信論講義』名著出版、1985 年。 
竹村牧男『大乗起信論講釈』山喜房佛書林、1985 年。 
久松真一『起信の課題』（『増補 久松真一著作集』第６巻「経録抄」、法藏館、1994 年所収）。 
井筒俊彦『意識の形而上学 ―「大乗起信論」の哲学』中央公論新社、2001 年。 

なお、仏教学に留まらず、広い視野に立った研究として、以下の著書も参看願いたい。 
井上克人編著『「大乗起信論」の研究』（関西大学東西学術研究所研究叢刊 15）関西大学出版部、

2000 年。 
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それが現実には煩悩に覆われて凡夫の心として生滅去来している。このように煩悩に覆わ

れた真如が「如来蔵」と呼ばれるのである。従って如来蔵とはそれ自体清浄なる真如であ

りながらも、無明によってそのままのかたちでは現われていない「在纏
ざいでん

位
い

の真如」である。

「不生不滅卜生滅卜和合シテ一ニモ非ズ異ニモ非ズ」とはこうした消息を謂う。ただし不

生不滅（真如）と生滅（煩悩）という二者があって、それらが一つに和合するというので

はない。煩悩に覆われながらも煩悩に染まることなく、自性清浄なる心性が如来蔵なので

ある。不生不滅が不生不滅でありつつそのまま生滅なのである。水波の比喩で云えば、水

は外因である風（煩悩）によって波立つが、水はどこまでも水であること（湿性）に変わ

りなく、さまざまな波となって波立っているのであり、風が止めば波もなくなり、明鏡の

如き水の本性に立ち戻る。しかし風によって波がいかように波立っていようとも（動）、水

の水としての在り様（湿）は何等変わることはない。水の表面がどれほど大きく波立って

いようとも、その同じ水の深底はどこまでも不動である。そうした意味で、水そのものは

どのような波の形をとろうとも、水の水としての自己同一性は維持されつつあらゆる波の

形状を超越している
．．．．．．

。この超越的に一なる水そのものが、さまざまな波となって起動して

いくのである。要するに真如はいわば動静を絶する絶対静（水そのもの・湿）であって、

それに対し、如来蔵はどこまでも動に対する静（波立つ水）であり、動を予想した静であ

るがゆえに、如来蔵の不生不滅は生滅と和合して非一非異となるのであり、これが「阿黎

耶識」とも呼ばれ、「真妄和合識」とも称されるのである。 

哲学的に敷衍して云えば、「真如」、すなわち本然的にあるがままの真実在は、全宇宙に

遍在する個々の存在者を重々無尽に顕現せしめる不可分の全一態であって、それ自身本源

的には絶対の〈無〉、〈空〉、すなわち絶対的覆蔵態にほかならない。つまり「真如」は、現

象せる個々の存在者の形而上的本体
．．

として、それらの根底に伏在し、あらゆるものを根源

的存在可能性において摂収しつつ
．．．．．

、同時に個々のものを本然的にあるがままに開放する
．．．．

の

である。換言すれば、現象せる個々の存在者は、どこまでも自らを顕現せしめた真如のう

ちに在り、逆に、個々のものの存在原因たる真如は、どこまでもそれらの本体として超越

的に自己自身のうちに蔵身しつつ、同時に自ら顕現せしめたすべてのものの中に内在する

のである。 

このように「真如」は存在論的にはどこまでも背反する両面を持っていることが特徴で

ある。したがって、一見「真如」とは正反対の、いわゆる「無明」（妄念）的事態も、存在

論的には「真如」そのものにほかならない。「煩悩即菩提」「生死即涅槃」「色即是空、空即

是色」とはこのことである。「真如」の覆蔵態と顕現態とは互いに鋭く対立し、相矛盾しな

がら同時に成立しているのである。したがって、妄念に支配された現象的世界は、一方で

は「真如」の本然性からの逸脱であると同時に、別の面から見れば、「真如」それ自体の自

己展開にほかならないのである。「一切衆生、悉有仏性」、「草木国土、悉皆成仏」を標榜す

る本覚思想もこうした考えに由来することは論を俟たない。要するにそれは、「現象」がそ

のまま「真実在」の姿にほかならず、すなわち「現象即実在」論なのである。 

さて、以上のように、本体的一元論の立場は、超越といっても、「外」に超越したもの

ではなく、水と波の関係のように、どこまでも「内在的超越」という構造を持つのである。
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敷衍して云えば、〈外在的〉ならぬ〈内在的原因〉たる超越的一なるものが自ら動いて
．．．．．

自己

展開していき、個々の存在者の中に分有化されてゆく運動、云うなれば覆蔵的なるもの（真

如・真実在）の自己開顕、自己顕現化してゆく運動が説かれるのである。こうした考えは

朱子学の程
てい

頤
い

〔伊川〕（1033-1107）に見られる理一元論的な発想、つまり超越的一たる理

は、万事万物それぞれに分有され、それぞれの理となる時には、それぞれ特殊なあり方と

して己を顕してくるという「理一分殊」論、また中国の宋の時代に「看話禅」と共に一世

を風靡し、朱子学にも少なからぬ影響を与えた華厳教学の「理事無礙・事事無礙」の考え

方にも通底するものである。それは言葉を換えて云えば、言詮を絶する覆蔵的・超越的に

一なる原理が自己抑制的にその超越性
．．．．．．．．．．．

をどこまでも維持しながら
．．．．．．．．．．．．

、自己内発的に自己展開

し、万物の中に自らを内在化させていく論理、一なる本体とそれが起動展開する派生態、

つまり「体と用
ゆう

」の論理であり、「内在と超越」の論理であったと云っても過言ではない。

これこそ、西方的二元論の思考様式とは異なる、まさに「東洋的」発想の根幹をなすもの

なのである。興味深いのは、このような「本体的一元論」の発想は、古代ギリシアの新プ

ラトン主義の流出論に見る「存在論的一元論」と極めて類似していることである。キリス

ト教でも東方正教会はこの新プラトン主義の一元論に依拠したものであり、極めて形而上

学的色彩の強いものであった。 

ところで、こうした東洋的思惟がもつ〈本体的一元論〉と対比されたかたちで示される

西洋の二元論的発想の淵源はどこにその特質があるのであろうか。 

 

I - 4 
西洋の形而上学の二元論的特質の淵源はもちろん古代ギリシアにまで遡る。古代ギリシ

アにおいて、哲学と科学の起こりを根源的に誘発したのは何よりもまず多様な現象の根底

にある究極的な統一的原理、つまり「同一性」への希求であったと云ってよい。ギリシア

人が世界に対して有していた精神的構えは、とりわけギリシア語の一語がそれを的確に表

現している。それは「アレーテイア（ἀλήθεια）」という語である。通常は「真理」と翻訳

されているこの語は、「隠れていないこと」、「覆われていないこと」を意味する。ギリシア

人にとって真理とは物事の嘘偽りのないありのままの公開性、隠蔽性の排除なのであって、

覆われたもの、隠れたもの、暗いものをすべて「光のもとに」もたらし、顕わならしめよ

うとする気質が彼らの意識にはあり、この傾向はすでにこの「アレーテイア」という語の

なかに含意されている。これこそが、ギリシア精神の本質を示す基本的特徴と云ってよい。

更に敷衍して云えば、「隠れていないこと」という語に含まれる精神、云い換えれば未知の

部分を残さずすべてを隈なく「見よう」とする意志、それが「テオーリア（θεωρία）」と

しての「観ること」であった。先に述べたように、古代ギリシアの哲学者たちの本来の主

題は「同一性」の問題であった。つまり彼らは世界が我々に提示してくる多様な現象、お

よそ考えられうる多種多様な諸経験のなかに、それらを根本のところで統括している「同

一的」なるもの、「統一的なるもの」を探究しようとしたのである。すべてのもののうちに

ひそむ究極的統一とは何なのか。ギリシア人の理解するところでは、すべての存在するも

のは、なにか目に見えるものなのであって、つまり我々がそれを聞いたり感じたりする場



明治期アカデミー哲学の系譜とハイデッガーにおける形而上学の問題（井上克人） 
ⓒ Heidegger-Forum vol.3 2009  

 61 

合でも、世界の明るみのなかに顕現してくるものなのである。彼らにとって世界における

出来事は、或る隠れから光に歩み出て、そしてそれと同時に見られうるようになったもの

として現れたのである。こうした意味で、彼らにとって世界への関係は、聞くことも感じ

ることも、より広い意味で〈見ること〉、すなわち光のなかで自らを示すものに対して自ら

を打ち開くことであった。ところが、見ることができるためには、見るものと見られるも

のとの間に〈空間〉、つまりそこで光が射し込む開けた空間が必要であろう。視覚とその対

象との間の間隔があまりに狭ければ、何も見ることはできない。したがって、物が現れる

ためには、〈距離〉が必要なのである。距離は我々を事物から遠ざけ、事物どうしを互いに

遠ざけ、あらゆるものがそこで一つとなっている近さを廃棄する。光は距離によってのみ

可視性を作り出すのだ7。 

プラトンのいわゆる「イデア（ίδεα）」も、それは万物に〈かたち〉を与えるものであり、

〈かたち〉に対する原型は聞いたり触れたりできるものではなく、「見える」ものであった。

つまり「イデア」とは「イデイン（ίδειν〔見る〕）」と同属語で、一般的には「見え姿、か

たち」を意味する。したがって、プラトン以後、イデアの領域についていつも繰り返し使

用される比喩もまた、目に見えるものの領域から取ってこられる。すなわち太陽や光、輝

きなどである。哲学史家が云うように、プラトン哲学は「光の形而上学」にほかならない。

人間的生は、プラトンやアリストテレス、プロティノスやアウグスティヌスによれば、イ

デアを観ること、直観すること、神的な精神の光輝に没入することのうちに見出される。

このようなことを意味するギリシア語が先に触れた「テオーリア」である。「セオリー

（theory）」とはもともと眺めることを意味する。「テオーリア」のラテン語訳は contemplatio

すなわち「観想」である。 

では、時代が降って西欧の近代哲学はどうであったか。この「近代」を特色づける基本

的な指標は、一言で云えば「分離的思考」であると云えよう。人間と自然との間の分離こ

そ近代を特徴づけるものであり、ここに近世における「科学」の成立があり、近世以降の

世界は科学技術の文明によって最も特色づけられる。しかもこうした客観的・機械的自然

の発見と同時に、それと相即するかたちで見出された認識主体は、人間的価値の自覚、ま

た普遍的自我ないし精神の発見でもあった。つまり主観と客観を峻別し、外界の法則は認

識主観によって与えられるとする思考様式である。こうした二項対立的な二元論的思考は、

キリスト教でも同じである。 

ふつう、我々日本人が伝統的に「キリスト教」として理解しているのは、そのすべてで

はないにせよ、大抵の場合、ローマ・カトリックもしくはプロテスタントのいわゆるラテ
．．

ン的西方の
．．．．．

キリスト教であることは留意すべき点であろう。西方キリスト教が東方のそれ

と異なっている点は、まず使用言語の相違にあり、すなわちラテン語を使うローマ帝国の

西部とギリシア語を話す東部とでは根本的に異なった世界観と意識のあり方を表現してい

る。この根本的な相違は、政治的にはローマとビザンティンの分離というかたちで露顕す

                                                        
7 Vgl. Klaus Held: Treffpunkt Platon - Philosophischer Reiseführer durch die Länder des Mittelmeers , Philipp Reclam jun. 

Stuttgart, 1990, I, V-VII, XXIII. 邦訳：Ｋ・ヘルト『地中海哲学紀行』（井上克人・國方栄二監訳、晃

洋書房、1998 年）、上巻第１章、第５‐７章、および同書下巻、第 11 章を参照。 
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ることになる。ラテン的‐西方的精神気質は、おそらくローマ帝国において最も顕著に現

れている。第一に、ローマ人はギリシア人とは異なり、徹底した法律指向
．．．．

であったという

ことであり、彼らの共同生活全体がしっかりとした法律関係のなかで組織されていた。西

方教会の祖として看做されるラテン教父テルトゥリアヌス（Tertullianus, 160-225 頃）はギ

リシア化した東方キリスト教に特有の「哲学」に対するむき出しの敵意を表し、「アテネ」

（哲学）と「エルサレム」（信仰）とはなんの関係もない、とまで言い切っている。したが

って、西方キリスト教の特質は、東方のそれのように神秘主義的・存在論的な、しかも興

味深いことに、やはり〈本体的一元論〉の性格をもつ「哲学者の神」ではなく、あくまで

も「聖書の神」、云い換えれば「アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神」を対峙させ、

神人関係を、本来ユダヤ教の特質であった「契約」による父子関係として捉え、父たる神

は裁きの神であり、赦しと愛の神であり、外に超越した人格的唯一神
．．．．．．．．．．．．

である。創造主たる

神と被造物との間には絶対に越えることのできない断絶があり、神はどこまでも「外に」

君臨し、万物を無から、しかも一挙に創造する超越的存在であった。したがって、契約の

遵守こそが重要なのである8。これがヘレニズム化したキリスト教とは異なるユダヤ・ヘブ

ライズムのキリスト教にほかならない。更に敷衍して云えば、古代ギリシアの精神が「見

ること」を中心に置いていたのとは対照的に、ヘブライズムの特質は、後述するように、

「聞くこと」にあった。 

 

I - 5 
 さて、東洋的思惟の特質は上記のような二元論的思惟とはまったく異質な発想を持つも

のであった。すなわちそれは、先述の如く、大乗仏教や朱子学に共通して見られる〈本体

的一元論〉であり、これは東方正教会も同じなのである。繰り返して云えば、絶言絶慮の

真実在、すなわち覆蔵的・超越的に一なる原理がその超越性をどこまでも維持しながら
．．．．．．．．．．．．．．．．．

、

自己内発的に自己展開し、万物の中に自らを内在化させていく論理、一なる本体とそれが

起動展開する派生態、つまり「体と用
ゆう

」の論理であり、「内在と超越」の論理であった。西

田幾多郎の『善の研究』に見られる「統一的或者の自発自展」もしくは「超越的に一なる

理の体系的発展」という発想は、こうした東洋的思惟の論理に基づくものであろう。しか

も重要な点は、超越といっても、西洋的思考のように、「外」に超越したものではなく、ど

こまでも「内在的超越」という構造を持つ。そうした意味でそれは「現象即実在」論なの

である。 

かつて舩山信一（1907-1994）が『増補 明治哲学史研究』（1965 年）のなかで、西田幾

多郎は明治アカデミー哲学、とくに井上哲次郎が初めて提唱した「現象即実在論」を継承

する者であり、それを彫琢することに一生を費やしたと云っていたが9、確かに、西田はこ

うした東洋独自の体用の論理を西洋哲学との格闘を通じて鮮明にしようとしたのであり、

しかも西洋思想の根幹にあるキリスト教の神の理解も、自ずとこの体用の論理で捉えるこ

とになる。例えば彼は次のように云う。「神とはこの宇宙の根本をいうのである〔中略〕。

                                                        
8 Vgl. Ders. XIX. 邦訳同書下巻、第 7 章を参照。 
9 『舩山信一著作集』第六巻、「明治哲学史研究」こぶし書房、1999 年、60 頁。 
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余は神を宇宙の外に超越せる造物主とは見ずして、直にこの実在の根柢と考えるのである。

神と宇宙との関係は芸術家とその作品との如き関係ではく、本体と現象との関係
．．．．．．．．．

である」

と（I、142、旧版 I、178、傍点引用者）。ただ西田の場合、体用の論理と云っても、体用

相即というよりは、体用峻別、すなわち内在的超越のその超越性がつねに念頭にあったこ

とは銘記しておかねばならない。つまり超越的なものは現象へと自らを展開しつつも、そ
．

れ自身はその超越性を維持すべく
．．．．．．．．．．．．．．．

、自己自身へと溯源的に翻る
．．．．．．．．．．．．

、つまり自己蔵身するので
．．．．．．．．．．．

ある
．．

。それはどこまでも覆蔵的なものなのである。超越的に無限なるものは、それ自身ど

こまでも隠れたもの、不在なるものであり、自らを覆蔵せるものとして超越的であり、自

己を超えたものとして〈絶対的他者〉なのだという認識が根底にあったのである。 

昭和 9 年（1934）の論文「弁証法的一般者としての世界」の中で、西田は次のように云

う。「我々から絶対者に到る途はない。神は絶対に隠された神である
．．．．．．．．．．．．．

」（VI、333、旧版 VII、

427、傍点引用者）。さらに昭和 20 年（1945）に執筆された西田の最後の論文「場所的論理

と宗教的世界観」では「逆対応」の論理が説かれる。それは一言で云えば、個的自己は絶

対者と絶対に隔絶しつつ
．．．．．．．．

、それがそのまま一層深いリアリティにおいて一つに繫がってい

るという逆説的な事態を謂っている。単なる相即的・即応的融合ではなく、どこまでも絶

対に隔絶していて、しかも両者が一つに繫がっているのである。それはどういうことか。

留意すべきことは、西田の立場は単純な「本体的一元論」ではない
．．．．

、ということである。

明治期アカデミー哲学が唱えた「現象即実在論」の本体的一元論に基づく形而上学を乗り

越えるかたちで、彼は覆蔵的な〈超越的他者〉を想定する点に独自の優れた視点があると

云えよう。 

例えば、1932 年の 6 月と 7 月の 2 回にわたって行なわれた西田を囲む座談会で10、彼は

人格の自覚的統一について触れながら、しきりに「絶対他者」を強調する。これまで自覚

と云えば自己が自己のうちに自己を見るというように考えられてきたが、それでは単に主

観的なものに過ぎず、真の自覚というものは成り立たない、そこにはどうしても絶対他者

が考えられねばならぬ、と云うのである。 

 

僕のいふ自覚とは…存在論的にいふのである。存在論的な人格
．．．．．．．

とは存在とその根拠と

が全く別な秩序の上に在るものとして弁証法的な構造
．．．．．．．

で成立してゐるものである。ここ

で弁証法が存在の構成を示してゐることがわかるのであって、自覚は認識論的なものか

ら弁証法的なものに置きかへられねばならぬ。……それは自己が自己のうちに絶対他者

を見、さらにこの他者を契機として不断に自覚してゆくのであって、その径路は自由の

人格である（67-68 頁）。 
 

そして彼は、この絶対他者の絶対
．．

ということに否定的な意味を含め、続けて次のように語

っている。 

 
                                                        
10 これは「宗教・哲学・文化の諸問題について」というタイトルで讀賣新聞紙上に掲載された。三

木清『西田先生との対話』（角川文庫、1950 年）所収。括弧内の数字は同書の頁数。 
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この他者は自己に対して自己を圧迫する。われわれのうちには常に自分を否定するも

のがある。そしてこの反発反応が自覚であり行為であるのだ。何らか圧迫があることに

よって常に人間は人格の自覚に返るのである。だからこの経験からいへば、存在論的に

われわれは絶対他者にぶつかってその限定によって絶対他者に結びつくのである（69

頁）。 
 

更に彼は、他者と自己との関係を、単なる連続的結合ではなく、絶対否定を契機とした

互いに呼びか
．．．

け
．
、呼びかけられる

．．．．．．．
関係として捉えている。「絶対に違うものが直接に呼びか

ける。自己がその他者の呼びかけによつて反応する。そこに真の人格の姿が見られるので

あらう」と（69-70 頁）。ここには、もちろん、まだ自己の立場、人間の立場からだけ見ら

れていることは否めないものの、西田が晩年「逆対応」と呼ぶことになる思想の萌芽がす

でにはっきりと見受けられる。それはさておき、ここでとくに留意したいのは、超越的他

者と自己との関係が「呼びかけ
．．．．

、呼びかけられる
．．．．．．．

」関係、すなわち、聴取と応答という、

きわめてユダヤ・ヘブライズムの特質に通底するような関係として見られている点である。

しかもこの私に呼びかけてくるものが私とは絶対に違ったもの
．．．．．．．．

だということ、その意味で、

それは私にとっては絶対に隠された超越的なもの
．．．．．．．．．．．．．

であり、絶対否定的なものだということ

である。しかも、その絶対の他者が、直接に
．．．

、自己の内に
．．．．．

呼びかけてくるのである。こう

した自覚における〈他〉は、西田の云うごとく、〈我〉に対してつねにその底から語りかけ

てくる〈汝〉という性格をもつものでなければならない。いわゆる罪悪感も責任感もここ

においてはじめて意味をもつ。 

このように、超越はどこまでも内在的でなければならない。しかし同時にそれは、やは

りどこまでも超越的でなければならない。私を背後に超えてじっと私を視つめる〈眼〉、そ

れがわれわれに行為的直観を促してくる。しかもその〈眼〉は、行為的直観に対して常に

身を閉ざす〈隠された眼〉なのである。神の超越性は決して自己の外に対立するものとし

て見てはならない。どこまでも自己の根底にある〈非合理的なもの〉として考えられねば

ならないのであって、それが常にいわば自己の背後から呼びかけているのである。 

ところで、振り返って考えてみれば、『起信論』に見られる如来蔵思想においても留意

すべき点は「真如」が持つ覆蔵性の構造である。先述したように、それは絶言絶慮の真実

在がそ
．
の超越性をどこまでも維持しながら
．．．．．．．．．．．．．．．．

（「任持自性」）、自己内発的に自己展開（「随縁

起滅」）してゆくということ、要するに一なるものは、自己展開しながらも、どこまでも自

己蔵身（「約体絶相」）することによってそれ自身に留まっているということである。云う

なれば、ここには「自己抑制の現象学（die Phänomenologie des An-sich-haltens）」が垣間見ら

れるということであり、ハイデッガーの言葉を用いるならば、彼が Austrag とか Zwiefalt

と呼んだ事態がここに見られるのである。 

西田はすでに『善の研究』でも「統一的或者の自発自展」ということを繰り返し述べて

いるが、「自発自展」という風に「自」という語の反復使用は、統一的或者が自己発展しな

がら自己抑制的に自己内還帰していることを自ずと示していよう。如来蔵思想におけるこ

うした覆蔵的超越性、それは明治の「現象即実在」論者たちが決して見抜けなかった重要
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な側面である。 

かくして、絶対はどこまでも対を絶する
．．．．．

ものとして、自己否定的に相対者から身を翻し、

自己蔵身したものでなければならない。西田は云う、「神は絶対の自己否定として、逆対応

的に自己自身に対し
．．．．．．．

、自己自身の中に
．．．．．．．

絶対的自己否定を含むものなるが故に、自己自身に

よって有るものであり、絶対の無なるが故に絶対の有なのである」（X、316、旧版 XI、398、

傍点引用者）。即ち神は絶対無として自己遡及的に翻転することによって覆蔵態に留まり、

そうした意味でどこまでも超越的なものとして自己同一的に自己示現してくるということ

である。それはいわば滾々と湧き起こる垂直的な
．．．．

自己湧出の動きであろう。ちょうど渦巻

がその見えざる中心から湧出しながら、同時にその中心へ向かって吸収されてゆくかのよ

うな、湧出と帰入との同時的動態がそこに見られていると云ってよい。いや、逆に、見え

ざる中心への遡及運動があればこそ、そこからの逆流的湧出が可能なのであって、不断の

露現的湧出のうちには、同時にそこからの絶えざる覆蔵的還滅
げんめつ

ということが働いている。 
西田はこの無の場所を、自ら無にして自己の中に自己の影を映す「鏡」に喩えている。

すべてのものは真の無の場所たる「鏡」に映し出された影像であるということになる。し

かし、ここでとくに留意したいのは、西田自身随処で強調するように、無の場所はあくま

でも自己自身に
．．．．．

同一なるもの、自己の中に
．．．．．

自己の影を映すものなのであって、鏡はどこま

でも「自己自身を照らす鏡」（III、429、旧版 IV、226）である、という点である。つまり、

すべての個物が影像として鏡の中に映現されてくることと一つに、鏡は鏡自身を無限に映

じてゆくという鏡そのものの自己返照の働きに着目しなければならないということなので

ある。要するに、物を映し出すに先立って、明鏡はどこまでも明鏡でなければならないの

である。西田の念頭からつねに離れなかったのは、物を映す働きの底にある鏡の本体その

ものの構造、すなわち鏡自身がもつ自己遡源的翻転の動きではなかったであろうか。西田

が「自ら照らす鏡」という言葉を使ったのも、物を映す映さぬにかかわりなく、つねにそ

れ自らで照り輝いている働き、いわば鏡そのものがもつ「自性の照」を想い浮かべていた

からに相違ない。「自性の照」とは云うなれば、個々の物を映すに先立って、あるいは映し

出すことと一つに鏡が鏡自身を無限に映してゆく働き、自ら何かを映そうという意図なく、

映す主体
も の

なくして自らを映し出す働きであり、云い換えれば、鏡が鏡自身の底へ底へと遡

源しつつ、不断に自らを照らし返してゆく営みにほかならない。先述のごとく、個々の物

を映現するに先立って、鏡はどこまでも鏡であり続けていなければならないのである。そ

のためには、鏡は、本体としてどこまでも動的発展的に、いわば静的固定化を絶えず自己

否定的に打ち砕きながら、その不断の照り返しの焦点へ遡及的に還帰し続けていなければ

ならないのである。更に云えば、このような絶対否定的にして矛盾的自己同一的な不断の

照り返しがあればこそ、鏡はどこまでも鏡であり続けるのである。鏡自身がもつこうした

自己返照の動きは、要するに〈同じもの〉が〈同じもの〉に向かってという〈同〉の自己

還帰運動であり、自己を否定的に差異化しつつそれ自体へと立ち戻ってゆく、云うなれば

「非・自己同一性としての〈同〉」にほかならず、そこには〈差異化的自己同一化〉の動き

があるわけである。そうした意味で、自己返照とはつまるところ、差異化の反復
．．．．．．

にほかな

らず、差異が差異
．．．．．

を差異化してゆくことと一つに
．．．．．．．．．．．．．．

、同じものを同じものとして現在化させ
．．．．．．．．．．．．．．．．．
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ている
．．．

のである。反復はこのように同じものを与えるが、それはあくまでも差異化による

不断の〈遠ざかり〉という仕方においてなのである。 

あえて云えば die strömendstehende Gegenwart（流れつつ立ち止まる現在）といった意味

内容がそこに含まれていよう。あたかもそれは流出と帰入、露現と覆蔵との同時的動態が

そこに見られていると云ってよい。いや、前にも述べたように、見えざる中心への遡及動

向があればこそ、そこからの逆流的湧出が可能なのであって、絶対現在の不断の露現的湧

出のうちには、同時にそこからの絶えざる覆蔵的帰滅ということが働いている。そうした

意味で、自ら照らす鏡は、鏡そのものとしてはどこまでも〈永遠の闇〉なのである。つま

り、個物的多を個物的多として現前せしめながら、その不断の現前を可能にする場として

の全体的一は、全体的一としてはどこまでも絶対的な隠れである。「一」の「一」自身への

還滅
げんめつ

（Entzug）、自己覆蔵的な脱け去りによってはじめて「一」は「一」たりうるのであり、

「一即一」として成り立つのである。こうした「一」の「一」自身への還滅即湧出、すな

わち「即非的
．．．

自己同一」こそ、西田が云うところの「見るものなくして見るもの」、「自ら

無にして自己の中に自己を映すもの」、すなわち「絶対無の場所」の正体であったはずであ

る。因みに云えば、西田は初期のころから「鏡」に対する思い入れがあったことは留意す

べきであろう。すでに『善の研究』でも彼は「ベーメの語を想ひ起さずには居られない」

として、「氏は対象なき意志ともいふべき発現以前の神が己自身
．．．．．．．．．．

を省みること即ち己自身を
．．．．．．．．．．．．

鏡となすことに由って
．．．．．．．．．．

主観と客観とが分れ、之より神および世界が発展するといつて居る」

と云う（I－152、旧版 I、191、傍点引用者）。唐突の謗りを恐れずに云えば、こうした発

想は、スコトゥス・エリウゲナや、ユダヤ神秘主義のカバラーの、いわゆる「ツィムツー

ム（神の収縮）」の考えと極めて類似している。 

 

I - 6 
Ｇ．ショーレムは「無からの創造と神の自己限定」（市川裕訳）のなかで、大略次のよ

うに説明している11。 

スコトゥス・エリウゲナの主著『自然の区分について』（870 年頃）によれば、万物の本

来の始原とは、そこにおいて事物がその原型から展開されるところだが、神が事物の本来

の始原へと下降することは、神自身の本来の無、そこからすべてが出現する無へと下降す

ることである。この神が自身の本来の深みへと下降する原創造の行為は、この神の内部の

活動性と活力を巨大な逆説的な姿で示しており、無からの創造とは、簡潔に云えば、神が

始原において自身を創造する過程である（87-88）。 

 後期のカバラー神秘家の場合も同じような発想をもつ。それはイツハーク・ルーリアと

彼の弟子たちが説いた「神の自己収縮（ツィムツーム）」という考えである。「ツィムツー

ム」とはヘブライ語で、字義どおりには「収縮」を意味する。ここでは、その表現によっ

                                                        
11 G．ショーレム「無からの創造と神の自己限定」（市川裕訳）〔Ａ．ポルトマン、Ｇ．ショーレム、

Ｈ．コルバン著（日本語版監修：井筒俊彦、上田閑照、河合隼雄）『一なるものと多なるもの』エ

ラノス会議編。桂芳樹、市川裕、神谷幹夫訳、所収。1991 年、平凡社〕本文中括弧内の数字は本書

の頁数を示す。 
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て、神の本質の自己集中が意味されている。それは、すなわち神自身が深淵へと下降する

こと、神の本質の自己限定であり、神の本質は、この理解の仕方に従ってのみ、無からの

創造が起こるときのその内容を描くことができる。神が「自分自身から自分自身へ」退く

ときにのみ、神は、神の本質でも神の存在でもないものをもたらすことができる。したが

って、この意味で、神が自分自身からなにかを収縮させる行為が存在する。このように神

が自分の最初の行為を外に向かって行わず、むしろ自分自身の内に向けて行った、かの神

の本質の自己限定において、無が姿を現わすのである。ここに我々は、無が出現する行為

を持つのである（102-104）。こうして、創造とは、確かに各段階における発出であり放射

なのであるが、同時にそれは、各段階においてつねに改められ、絶えず繰り返される神の

自己への集中、神の自己への退出でもある。 

 さて、以上の説明からわかるように、このユダヤ神秘主義カバラーの「ツィムツーム」

の発想は、上述した西田の「鏡」の自己返照の働き、「還滅」とか「自己蔵身」という言葉

で説明してきた事態と極めて類似した側面があることがわかる。ともかく、西田は、「現象

即実在論」における一元論的な形而上学を克服するにあたって、「絶対矛盾的自己同一」、

もしくは「逆対応」の論理で以って、覆蔵せる〈超越的他者〉を自己の根底に捉えたこと

は、銘記すべきであろう。「自己は自己を超えたものに於て自己を持つ」のである。 

そして更に云えば、この「ツィムツーム」は、次に述べるハイデッガーのいわゆる「脱

け去り（Entzug）」と極めて類似していることにも改めて驚かされる。 

 

 

II ハイデッガーおける形而上学の問題 
 

II - 1 
我々はハイデッガーの思索の奥深く営まれる内面的な生成の過程を見ようとするとき、

彼の思索をその根底から突き動かしている思索の端緒を忘れてはならないであろう。思索

の端緒、あるいは思索の元初とは、思索の進行の最初の出発点であると同時に、思索のプ

ロセス全体を統率し包容する場でもあるからである。彼にとって有の思索とは一体何であ

ったのか。生涯に渉って彼の思索は有の根本経験に支えられていて、ひたすらこの捉え難

き有を求めて試みられている。 

彼は『日本人との対話』のなかで、「神学の由来がなければ、私は決して思索の道には

到らなかったでしょう。しかし由来は常にまた将来に留まっているのです」（GA12, S.91）

と語ったことは夙に知られている。事実、1909 年にハイデッガーはフライブルクの大学に

入学し、最初の 2 年間はカトリック系神学部に在籍し、その後哲学部に転部したことは周

知のところであろう。後年のハイデッガーはその神学研究の時期について次のように回想

している。「その当時、私はとくに聖書の言葉と神学的・思弁的思索との間の係わり合いの

問いに引き回されていた」（GA12, S.91）と。彼はアリストテレスの哲学が重要な要素とし

て入っているスコラ学の「神学的‐思弁的な思考」に対抗して聖書の言葉を生きたものと

して読み解こうという意図からディルタイやシュライエルマッハーの「解釈学」に接近す
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る（ibid., S.92）。やがて彼はカトリシズムの体系との訣別を宣言するに至り、1920 年代前半

の時期になると、ルターの研究に打ち込むことになる。彼はルターが「ハイデルベルク討

論（Heidelberger Disputation）」（1518 年）において、アリストテレスと中世スコラ哲学の形

而上学を批判していることから着想を得て（GA60, S.281f）、そこから｢現象学的解体（die 

phänomenologische Destruktion）」（GA60, S.78）という方法によって、「古代の学がキリスト

教へ侵入したことによって歪められ埋め尽くされてしまった」（GA58, S.205）原始キリスト

教に特有の事実的・歴史的な生を、「内的な経験と新しい生の立場」（GA58, S.61）として捉

え返そうとしたのである。ところが、1923 年の夏学期講義録『オントロギー（事実性の解

釈学）』で、彼は次のように言う、「探究の同伴者は若きルターであり、模範はルターが嫌

っていたアリストテレスであった。私に衝撃を与えたのはキルケゴールであり、私に見る

目を養ってくれたのはフッサールであった」（GA63, S.5）と。ここで疑問に思うのは、当

時彼が探究の「同伴者」と看做していたルターが毛嫌いし、しかも彼自身も批判の対象と

していたスコラ神学が依拠しているアリストテレスを、なぜ自らの思索の「模範」と考え

ていたのだろうか、という点である。彼はいわゆる形而上学を解体し、それを克服する意

図のもとに、もはや形而上学ならざる仕方で、しかもやはりどこまでも「有」に固執し、

新たな有論を構築しようとしたのではないだろうか。 

 

II - 2 
振り返って考えてみると、ギムナジウムに通う青年ハイデッガーがブレンターノの学位

論文『アリストテレスに於ける有の多様な意義について』をきっかけにアリストテレスの

哲学に関心を寄せ、それに長年取り組んだのは、アリストテレスの有を有として捉える考

え方であった。彼が「私の思索の道を決定づけている問いは τὸ ὄν λέγεται πολλαχῶς（ト・

オン・レゲタイ・ポラコース）の中に伏在している」12と言うとき、有がさまざまな仕方

で語られ、顕わとなりながら、そのすべてを隈なく統率している有の単純な統一態、すな

わち有そのものとは何なのか、つまり τὸ τί ἦν εἶναι（ト・ティ・エーン・エイナイ）を究

明しようとしていたのである。しかしその一方でつねに彼の胸間にあった「聖書の言葉」

は、決して理論的・思弁的、すなわち形而上学的に思考されるべきものではなく、ひたす

らそれに聴き従うことが要請されるような「呼び掛け」の言葉にほかならず、こうした自

己に直接に呼び掛けてくる神の言葉、要するに十字架上のイエス・キリストに聴き従う信

仰には、スコラ学の思弁的神学では届き得ない、或る根源的な「事実性」が伏在している

のである。 

さて、伝統的な形而上学は、その名称のギリシア的由来、τὰ μετὰ τὰ φυσικά の示すよ

うに、ピュシス（自然物）を有るものとして捉え、これを超えて（μετά）有を問うもので

あった。有を有として、言い換えれば有るものが有るという、まさにその限りにおいてそ

の有を問うことであった。アリストテレスはそうした有るものの有を「ウーシア（ουσία）」

と捉え、それを定義して τὸ τί ἦν εἶναι であるとしたが（『形而上学』第 1 巻第 3 章 983a20、

                                                        
12 W.J.Richardson,S.J.: Heidegger Through Phenomenology to Thought. Martinus Nijhoff, The Hague, 1974, S. XI. 
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第 5 巻第 8 章 1017b20、および第 7 巻第 4 章 1029b13）、普通これは「本質・実体」とも訳

され、ギリシア語をそのまま直訳すれば「既に有りしものが現に有るところのもの」、「既

にそれで有ったところの有るもの」であり、本来この原語は、一般に物事の「そもそもな

にであるか」（すなわちその物事の「本質」）を表すためにその問いの形をそのまま名詞化

したものであって、すなわちそれは「そもそもなにであるか」と問われている当のなにか

で有る
．．

ところの「なに」に相当するものである13。因みにハイデッガーは 1924 年夏学期講

義において、アリストテレスの τὸ τί ἦν εἶναι を字義通りに「既にそれであったところの

ものであること（das »Sein«, und zwar das »Wassein, wie es schon war«）」として理解している

ことは注意されてよい（vgl. GA18, 32/35）。 
しかし有を有として捉えるのは如何にして可能か。それはもちろん他の何らかの仕方で

有る事物としてではなく、もっぱら有を有自身として規定するより他ではありえない。云

い換えれば有を有として把握するのは「既に有りしものが現にあるところのもの」、「既に

それであったところの有るもの」として、つまり本来有の既にそのようなものとして有る、

そういう有として把握することである。従ってそれは本来既に有りしがごとく、現にその

ようで有り、ひいては将来もなんら変わることなく有るであろうところのものとして、過

去・現在・未来の各時間的位相を通じて、そこに一貫して見出せるもの、つまりは有それ

自体であった。過去に有ったものが現に有り、現在有るものが未来においても有るであろ

うことは、過去・現在・未来を通じてもっぱら有によって有そのものを規定することに他

ならない。ト・ティ・エーン・エイナイは単なる有ではなく、いつも既に
．．．．．

そのように有り

続けていることそのこと、時間的流れのなかに有りつつ時間を超えて有りどおしであるこ

とそのことであり、過去・現在・未来を通じて有るものを有るものとして有らしめている

ところのものであり、一言で云えば有の有たるところ、その本質的なるもの、本来的な有

とでも云えるものであった。すべての有るものが有るものとして成立すべき本質的な有る

もの、それが有るもののト・ティ・エーン・エイナイと云われるのである。本質たる有と

有るものとはもとより同一ではないが、本質は有るものを離れた或るものではなく、有る

もの
．．

がまさにそのように有る
．．

ところのものとして、その有をなすところのもの、それがす

なわちアリストテレスの考えの中心にあった。 

敷衍して云えば、アリストテレスにあって、さまざまな有るものが「一つのものとの関

係において」一つであるとか、同じであるとかいう場合、それを「類比的の一（κατ’ 

ἀναλογίαν ἕν）」（『形而上学』第 5 巻第 6 章 1016b33 および『ニコマコス倫理学』第 1 巻

第 6 章 1096b27）として述べられ、こうした考えはアリストテレスの思考方法の根本的な

ものの一つに数えられており、中世哲学でいう analogia entis の源泉となったものである。

さまざまに〈有る〉と語られる有るものがその有において一つである場合、その有は当然

類比的に一であるということになる。しかしそれはいわゆる類的普遍者を意味するもので

はない。ハイデッガーは『有と時』（1927 年刊）の冒頭部分で、有の普遍性について触れ、

それが類と種との関係に従って概念的に分節されている有るもの全体、最上位の領域を示

                                                        
13 『アリストテレス全集』第 12 巻（岩波書店 1977 年）520 頁解説参照。 
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す、類的普遍概念ではないことを強調し、「有は類ではない（οὔτε τὸ ὄν γένος）」（『形而

上学』第 3 巻第 3 章 998b22）というアリストテレスの言葉を引用し、有の「普遍性」はあ

らゆる類的普遍性を「踏み越える（übersteigen）」ものであり、〈有〉は中世の存在論の呼

び方によれば「超範疇（transcendens）」の一つであることを指摘する。こうした超越的普

遍者をアリストテレスが既に「類比的の一」として認識していたことにも言及している

（GA2, S.4）。 

 ともかく、有は或るものを有る
．．

ものとして有らしめる働き、つまり運動であって、決し

てそれ自身有るもの
．．

ではないのであり、どこまでも〈有るもの〉とは区別されねばならな

い。 

 

II - 3 
 ところで、ここで翻って考えてみたいのは、ハイデッガー自身が先のト・ティ・エーン・

エイナイの内に読み込もうとしたのは、どこまでも〈有るもの〉とは区別される〈有〉の

有らしめる働き、その運動であったということであり、しかもそれ自体として
．．．．．．．

常に有るも

のに先んじてしまっている Herkünftigkeit（GA18, 32）、すなわち現前性とひとつになって

働いている〈既在化〉の動き、一言で云えば既在化的現前化の運動ではなかったか、とい

うことである。それは云い換えれば、あらゆる時間に先立って
．．．．

、いつも既に
．．．．．

見出される〈本

来的既在性〉であり、ハイデッガーはそうした既在化的現前性、もしくは現前的既在化が

持つ時間的特性を「テンポラリテート（Temporalität）」と捉え、それを或る本質的な意味

での覆蔵性
．．．

として捉えていたのではないだろうか。有の有たる所以を示そうとして、それ

が「既に有りしものが現に有るところのもの」「既にそれで有ったところの有るもの」であ

るという規定のうちに含まれる既在性は、単に時間的経過のなかで既に過ぎ去ってしまっ

た過去を謂うのではなく、いわば〈本来既にそれで有ったところのもの〉、要するに自らを

閉ざして表には顕現せざる本来性
．．．

ということが含意されているように思われる。云い換え

れば過去・現在・未来の時間的位相を通じて、いわば同一の過程を反復・更新しつつ、自

らを常に自己抑制的に
．．．．．．

維持しつづけている自己同一性である。先回りして云えば、それは

現前者を絶えず現前させながら、現前それ自身は〈いつも既に〉という仕方で身を引き、

常に現前者をその
．．

〈痕跡〉として現前化させながら、現前それ自身は自らの内へ退去し遠

ざかる〈覆蔵性〉である。更に云えば、ト・ティ・エーン・エイナイが持つこうした〈あ

らゆる時間に先立って、いつも既に〉という構造は、それ自体において
．．．．．．．．

あらゆる時間に先

立つ〈既在性〉を特質として持ちながら、それをめぐって思索する我々にとっては
．．．．．．．

、その

ようなものとして将来
．．

してくるのであり、このように、〈先立って〉という規定は、後に触

れるように、それ自身時間的な規定
．．．．．．

を持つものなのである。思うに、現有が自らの死の「先

駆的覚悟性（die vorlaufende Entschlossenheit）」において持つ「時間性（Zeitlichkeit）」に対し

て、有それ自身がそれにほかならぬ「テンポラリテート」とは、今述べたような、現有に

向かって将来しつつ有るものを現前化させながら、そのことと一つに働いている既在的覆

蔵性のことではなかったであろうか。 

ところが、ハイデッガーが理解するところに従えば、一般に伝統的な形而上学の「主導
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的な問（Leitfrage）」である「有るものとは何か（τί τὸ ὄν;）」という問は、「実体とは何か

（τίς ἡ οὐσία;）」という問に帰着し、多様な仕方で表現されている「有るもの」はすべて

「実体」に関係づけられて理解されるのであり、形而上学の本質規定はアリストテレスに

於ける第一哲学の規定すなわち「有るものを有るものとして観想する或る学（ἐπιστήμη τις 

ἣ θεωρεῖ τὸ ὄν ᾗ ὄν）」（『形而上学』第 3 巻, 1003 a 21）から出立していて、「有るものを

有る
．．

ものとして、すなわちそれの有に着目して（das Seiende als das Seiende, d.h. hinsichtlich 

seines Seins）」思索するのであって、従って形而上学においては「有（Sein）」は有るものの
．．．．．

側から
．．．

有るものに属する仕方で「有るものの
．
有（Sein des Seienden）」、すなわち「有るもの

で有ること・有性（Seiendheit, ουσία）として見られる。云い換えれば、形而上学は「有る

ものを有るものとして」、それの普遍性と全体性に関して、それの「根拠（λόγος, Grund）」

としての有に着目して根拠づけるのである。すなわち形而上学は「有るものを普遍性にお

いて有るものとして（ das Seiende als das Seiende im Allgemeinen）」「根拠を究明する

（ergründen）」というかたちを取り、ひいては、それは同時に、「有るものを全体として有

るものとして（das Seiende als das Seiende im Ganzen）」有ること、要するに有るものの有性

を最も完全に実現している確固不動の「自己原因」たる〈神〉において「根拠づける

（begründen）」ことになる。かくして形而上学は「有論（Ontologie）」にして同時に「神論

（Theologie）」すなわち「有‐神‐論（Onto-Theologie, Onto-Theo-Logie）」という「本質体

制（Wesensverfassung）」を取るのである14。 

このように、形而上学の有‐神‐論的体制は有を有るものの側から有るものの有にして

且つ有るものの根拠として表象する形而上学的思惟に基づく。云い換えれば、形而上学的

思惟は ergründen, begründen という仕方での根拠づけの動向に貫徹された表象的思惟となり、

このような思惟に基づいて形而上学の本質体制は有‐神‐論という形態を取るのである。

したがって、「有」は有としての有、有それ自身すなわち有の真性ではなく、形而上学的思

惟は「有の忘却（Seinsvergessenheit）」に支配されていることとなる。 

 

II - 4 
さて、『有と時』の「序論」第 2 章に属する第 6 節は「有論の歴史の解体という課題（Die 

Aufgabe einer Destruktion der Geschichte der Ontologie）」と題されているのだが（GA2, S.27）、

この節には『有と時』の第 2 部として予定されておりながら第 1 部第 2 編「時と有」と共

に未発表のままに取り残されてしまった「テンポラリテートという問題点を手引きとする

有論の歴史の現象学的解体の概要」（op.cit., S.53）と題される部門の梗概が述べられている。

それは本章の表題となっている「有の問いを徹底的に仕上げることに於ける二重の課題」

の内、その後半部分、つまり未発表の課題を我々に理解させるばかりではなく、総じて『有

と時』が立脚している境域の打開とともに有の思索が始まることを示唆するものである。

それはハイデッガーの思索の道の発端を指し示すとともに、その後の彼の思索の展開を先

                                                        
14 Die seinsgeschichtliche Bestimmung des Nihilismus(1944/46), In: Nietzsche II, In: GA6-2, S.312-S.315; Einleitung zu: 

„Was ist Metaphysik?“, In: GA9, S.378-S.380; Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik , In: ID, S.51, S.54-S.56; 
Kants These über das Sein, In: GA9, S.449-S.450. 
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取りしている点に於いて、この第 6 節はとりわけ重要な意義を持つように思う。 

「有論の歴史の解体」とは「硬直化した伝統を解き弛めることと、その硬直化した伝統

に依って成熟してしまった諸々の覆蔽を剥ぎ取ること」（Sein und Zeit. GA2, S.30）を謂う。

形而上学的思惟が有を恒常的な有性として表象することは先述したが、このことは、形而

上学がそれである有論の歴史では、現有は有を「直前性（Vorhandenheit）」として固定化し

恒常化しこれに頽落的に依拠しながら関わるとともに、自己自身をも直前性として理解し

てしまうこととなる。総じて現有はその頽落的傾向に従って有を固定的恒常的な直前性と

して理解するのである。形而上学の歴史すなわち有論の歴史はこの硬直化した伝統の歴史

であり、云い換えれば有の忘却が支配する歴史である。プラトン以来の形而上学はイデア、

エイドスという言葉が示すように、精神的な眼差し、ノエイン（理性）によって本質的な

ものを見る
．．

というように、つねに精神もしくは理性の側から把握され、そうした意味で〈主

体性の形而上学〉となる。それは中世のトマス・アクィナス、近世ではデカルト、カント、

ヘーゲルを経て、キルケゴール、そしてニーチェに至るまで首尾一貫したかたちで、主体

主義的・人間中心的形而上学となる。ハイデッガーによれば、それは上述の有の忘却、云

い換えれば有と有るものとの間にある〈有論的差異〉を忘却したところから生じる。すな

わち、有るものを有らしめるのは、有るものの〈根拠〉として、イデアもしくはエイドス、

更には神として理解されるが、要するにそれらは、最高の有るもの
．．．．

に過ぎず、有るものを

有らしめる働きを別の有るものによって基礎つけることになってしまい、「有る」という、

いわば動詞としての働き
．．．．．．．．

、云い換えれば上述の如き有の
．．

自己
．．

覆蔵的
．．．

既在化という
．．．．．．

時間的規
．．．．

定
．
、すなわち有の

．．．．．．
「テンポラリテート

．．．．．．．．
」を忘却しているのである。こうした有そのものの

忘却の上に立って、もっぱら有るものの顕現的現前性、もしくは直前性にのみ着目すると

ころに西洋の形而上学が構築されるのである。要するに、ハイデッガーによれば、有るも

のが有るということにおいて、有は有るものをまさに有るものとして有らしめながら、そ

のように有らしめている働きである有そのものは、それ自身〈有るもの
．．

に非ず〉という仕

方で有るものから身を引く（entziehen）ところの覆蔵性である。 

ハイデッガーは、『有と時』の上記第六節で、「有と思索」の自同性を語るパルメニデス

命題を取り上げ、その命題の内に潜む「有」の恒常的実体性を、その原初的本源的に蔵さ

れている真性に向かって解体することによって、『有と時』が立脚している境域を打開しよ

うとする。彼は次のように語る。 

 

  λέγειν（話スコト）それ自身もしくは νοείν（思索スルコト）―それは、或る直前

的に有るものをそれの純粋な直前性に於いて端的に認取することであり、既にパルメニ

デスが有の解釈の手引きとして受け取っていたことであるが―それは、或るものを純

粋に〈現前する〉というテンポラールな構造を持っている。したがって、現前すること

の内で且つ現前することへ向けてそれ自身を示す有るもの、しかも本来的に有るものと

して理解されて有るもの、その有るものはそれの解釈を現‐在への顧見の内で保持して

いる。すなわち、それは現前性（ουσία 有性）として概念的に把握されているのである

（GA2, S.34-35）。 



明治期アカデミー哲学の系譜とハイデッガーにおける形而上学の問題（井上克人） 
ⓒ Heidegger-Forum vol.3 2009  

 73 

 

 この引用文で留意すべき点は、第一に、ここで述べられている「思索すること」は、上

述の形而上学的思惟すなわち根拠つけによる表象的思惟を謂うのではなく、そこに「或る

ものを純粋に〈現前する〉というテンポラールな構造（die temporale Struktur des reinen 

Gegenwärtigen von etwas）」が看取されている、ということ。第二に、「有ること」は「現前

することの内で且つ現前することへ向けてそれ自身を示す本来的に有るもの」もしくは「有

性」とされていることである。この「それ自身を示す本来的に有るもの（τὸ ὄν τως ὄν, das 

eigentlich Seiende）」もしくは「有性（ουσία, Seiendheit）」は、ここではもはや形而上学の伝

統に於いて規定されているような概念性、つまり「実体（substantia, Substanz）」という固定

的恒常的な直前性として把捉される規定は解体されているのであって、「本来的に有るも

の」もしくは「有性」の内に「有論的‐テンポラール（ontologisch-temporal）」に「現‐在」

（Gegen-wart）としての「現前性（Anwesenheit）」が看取されている（GA2, S.34）。という

ことは、とりもなおさず、その現前性のうちに自己覆蔵的既在化を看取し、要するに、よ

り一層正確に語るならば、それの内に、「現前‐不現前（Anwesen-Abwesen）」の動向、別言

すれば、現前化しつつ自己遡及的に既在化する露現と覆蔵の同時生起
．．．．．．．．．．

が看取され、且つこ

の根源的動向を貫徹する「現前性」の内に「現‐在」すなわち「時（Zeit）」の或る特定の

様態が垣間見られているのである（Vgl. Zeit und Sein, In: ZSD, S.13-14）。第三に、このように

「思索」と「有」それぞれの内に現前することと現前性という時的性格がともに看取され

ることに於いて、両者の「自同」すなわち「同一なること」すなわち「真性」の内にこれ

と共属する「時」が看取され、時から有が有として露開する故に、時は「有の真性（die Wahrheit 

od. Unverborgenheit des Seins）」と共属するのである15。 

かくして、初期ハイデッガーでは、有の働きを〈時〉として捉えることによって、従来

の実体論的形而上学から脱却しようと試みたのだが、この〈時〉は、「有の真性」として捉

え直され、この真性を露現性と覆蔵性との一にして一にあらざる（auseinander-zueinander）

根源的生起、つまり有と有るものとの「非一非異（die Zwiefalt beider aus ihrer Einfalt）」（GA12, 

S.116）、或いは、有そのものの「露現しつつ‐覆蔵する異成（der entbergend-bergende Austrag）」

（ID, S.57）として捉え直される。つまりハイデッガーは有るものの有を決して実体として

捉えるのではなく、有るものを有らしめる根源的な働きのうちに「脱け去り（Entzug）」を

垣間見るという、もはや現前性の形而上学とは異なる仕方で
．．．．．．．．．．．．．．．．

「有」を理解しようとする。 

 

II - 5 
『有と時』の時期では、有への問いが現有の実存論的構造を闡明し、そこを通路として

有そのものへ向かうといった、どちらかといえば主体性の形而上学といった性向を残して

いたが、いわゆる思索の「転回（Kehre）」以降になると、人間の現有も有そのものの側か

ら見られ、有と有るものとの有論的差異の生起と人間本質との連関という問題が前面に押

し出されてくる。そこでは人間的現有はもはや実存論的超越論的な意味では考察されるこ

                                                        
15 詳細は、白井成道『ハイデッガー研究 ―思惟の道』（法政大学出版局、1992 年）を参照。なお、

ハイデッガーのパルメニデス命題をめぐる解釈については、本書から多大の示唆を得た。 
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とはなく、云うなれば有論的差異が差異として現成してくる場として見られるようになる。

もちろん有論的差異という事態は、前期ハイデッガーにおいても考察されてはいたが、あ

くまで人間的現有における実存論的超越論的立場で取り扱われていたに過ぎず、有のそれ

自体における覆蔵性、有の真性の覆蔵の覆蔵（das Bergen des Bergens）といった事態は、彼

の後期の思索への転換期における諸著作において、次第に理論的な構築性において持ち出

されてくる。後期においては、上で触れた有の有るものとの「異成（Austrag）」というこ

とは、有が有るものにおいて露現すると同時にそのことと一つにそれ自身を覆蔵するとい

う、有そのものの側からする有と有るものとの差異の生起として考えられ、例えば『思索

の事柄へ』に所載の「時と有」（1962 年）と題する極めて重要な論文では、有るところの

有るものに着目することなく、もっぱら有そのものの働きに焦点を据え、有の思索を展開

しようと試みる。つまり有の有るものへの関係には顧慮することなく、どこまでも有その

ものの固有性に見入りつつ、「性起（Ereignis）」から思索しようとする。 

 1936 年から 38 年にわたって書かれた膨大な量の覚書が『哲学への寄与（Beiträge zur 

Philosophie）』というタイトルで 1989 年にようやく上梓されたが、その本来の標題は「性起

について」であった（GA.65）。しかしこの「性起」に関してハイデッガーが明瞭に述べて

いるのは、すでに公刊されていた『同一性と差異性』（ID）および論文「時と有」（ZSD 所

収）である。簡略に説明すればこうである。有と思索する人間とが相依相属し合うことの

なかで、人間が有に自らを委ね任し（vereignet）、有が人間に委ね与えられる（zugeeignet）

といった、相互の委ね合い（Eignen）から「性起（Ereignis）」が考えられていて、互いに

委ね合うことで、両者は相互にその本来の所を得て適応帰属し合い、それらに固有の根源

へと呼応し合うのである。このようなことから、「性起」の語は「委託的固有化」という意

味をも持つ。そしてこうした有と人間との相即相入（das Zusammengehören）のあり方にお

いて、有そのものは「異成」として露現するのである。要するに、「性起（Ereignis）」と「異

成（Austrag）」とは、ハイデッガーにおいては端的に唯一的、等根源的な事柄として考え

られている。したがって現有としての人間は、有が「異成」してくる現場として、いわば

それの〈慧眼（Eräugen）〉として使用される「用（Brauch）」の場でもある。つまり Ereignen

と Eräugen とは、有と有るものとの「相即（Zueinander）」と「対抗（Auseinander）」とを同

時に保持する「非一非異（Zwiefalt）」が、人間本質の性起（Ereignis）に関わる固有な仕方

であり、換言すれば、かかる「非一非異」の「用（Brauch）」として使用されるところに、

人間の本質があると云えよう。このように、有と有るものとの差異の生起が、有の露現と

覆蔵との同時生起という構造において考察され、しかもその差異の生起が、有が自らを覆

蔵するという根源的出来事のうちに目撃されるのである（GA12, S.119f）。 

さて、こうした有の内に覆蔵性を垣間見る見方は、もはや顕現性を主とするギリシア的

形而上学とは異質であり、云うなれば、先述のユダヤ神秘主義における「ツィムツーム」

の考えに符合する側面があるのは明らかであろう。とはいえ、ハイデッガーが直接そこか

ら影響を受けたということでは勿論ない。しかしどこまでもギリシア的に「有」の思索に

固執しながらも、形而上学的ならざる思索を展開させるその性向は、明らかにユダヤ神秘

主義のそれであろう。そして初期ハイデッガーにあって、ウーシア（ουσία）のうちに時
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間的構造を読み取り、そこに同時にパルーシア（παρουσία）を読み込もうとするのも、ヘ

ブライズム的と看做されよう。 

 

II - 6 
 ハイデッガーの時間論は、一般的理解に従えば、フッサール現象学の現在中心的な性向

に対して、将来性の優位にその特色があるとして解釈される傾向が強いが、しかしここで

特に留意したいのは、『有と時』第 18 章にある「アプリオリ的完了（apriorisches Perfekt）」

という概念である。そこでは現有が道具の道具性を可能ならしめる適所性の先行性を示し

ているのだが、後年になって付加されたこの語の欄外注記では、一般的に云って、「有るも

のの顕現を可能ならしむるために、有が先行的に解放されていること」として説明され、

以下のように述べられている。 

 

この有論的な意味に於ける「先行的（Vorgängig）」とは、ラテン語でアプリオリ（a priori）、

ギリシア語では πρότερον τῇ φύσει（本性によってより先なるもの）を謂う。アリスト

テレス『自然学』A1 を参照。更に明確なのは、『形而上学』E 1025 b 29 で、τὸ τί ἦν εἶναι

すなわち「既にあったところのもので‐あること（das was schon war-sein）」、「その都度

既に予め前もって現成しているもの（das jeweils schon voraus Wesende）」、既在（Gewesen）、

完了（Perfekt）である。ギリシア語の動詞 εἶναι は完了形を知らないので、ここでは ἦν 

εἶναι（有ったのである）という風に名指されている。有るものそのものを問うにあたっ

て我々がそこへと遡って
．．．

指示されるのは、有的に過ぎ去ったものではなく、その都度よ

り先なるもの（das jeweils Frühere）である。アプリオリ的完了という呼び名に代わって、

有論的完了、もしくは超越論的完了と呼ぶこともできよう（カントの図式論を参照）。

（GA2, 114） 

 

『有と時』刊行の翌年、すなわち 1928 年のマールブルクにおける夏学期の最終講義「ラ

イプニッツを出発点とする論理学の形而上学的元初」のなかでは、いわゆる現有の時間性

ではなく、有るものに対する有それ自身の優先的先行性
．．．．．．

が着目され、その先行性が持つ時

間的性格を浮き彫りにしている。つまり、一般に有るものを把握する場合に、その把握に

先立って
．．．．

（vorgängig）、いつも既に
．．．．．

（im vorhinein schon）その有るものの有を理解しており、

従って有は有るものに対してつねに「先立つもの（das Frühere）」であること、またそうし

た意味で「アプリオリ（a priori）」なものであることを指摘し、プラトンのイデア論を引き

合いに出し、更にはアリストテレスのいわゆる「我々にとって先なるもの（πρότερον πρὸς 

ἡμᾶς）」と「それ自体において先なるもの（πρότερον τῇ φύσει）」との区別を手がかりと

して論じている。そして有がそれ自体において「先立って（früher）」いるということは、

取りも直さず有が或る根源的な意味で時間と関わっ
．．．．．．．．．．．．．．．．．

ている
．．．

ことを示しており、そうした意

味で「有と時」は根本問題であることを強調する（GA26, S.182-189）。 

さて、このような人間的現有の全体構造から見る視点ではなく、有それ自体を思索する

傾向がその後のハイデッガーにおいて展開されていくのだが、いま触れた有それ自体の時
．
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間性
．．

が問題になる場合には、有るものに対する先行性が強調され、人間的現有の時間性が

もつ「将来の優位」ではなく、むしろ本来的〈既在性〉が重要なものとなるのであり、そ

れが彼の中期から後期にかけての有の思索に見られる傾向である。 

ハイデッガーの中期の講演『ニーチェ』第 5 講「ヨーロッパのニヒリズム」（1940 年）

第 24 章で言及されている「アプリオリとしての有」では、大略次のように論じられている

（GA6-2, S.190-199）。彼はこの講演でも、有論的差異における有を〈アプリオリ〉、〈プリ

ウス〉、すなわち「より先なるもの（das Frühe）」、「先立つもの（das Vorgängige）」として捉

え、それをやはりアリストテレスのいわゆる「我々にとって先なるもの」と「それ自体に

おいて先なるもの」との区別を手がかりとして論じている。〈アプリオリ〉はやはり一つの

卓抜した存在規定を持っている。有は、その最も本来的な本質から見て、我々人間がそれ

をいかに把握し、知覚するかに従ってではなく、有それ自体の内から、有自体によって規

定されねばならない。我々にとっては
．．．．．．．

、つまり我々が有るものへ向かうという点では、有

るものがその都度前もって認識されたものであって、この意味で後からのものたる有より

も先にあるものである。ところが、我々にとってどうであるかを問わずに、有そのもの、

つまりそれが有である限りにおいてどうであるかを問うとき、ギリシア人たちは有をまず

始源的にピュシスとして、つまりそれ自体から自己を示現してくるもの、おのずから露現

してくるものとして把握する。こうしたピュシスとしての有それ自体に鑑みて有を問うな

らば、その場合、有はピュシスによって（τῇ φύσει）有るものより以前にあるという意味

で〈ヨリ先（πρότερον）〉であり、有るものが〈ヨリ後（ὕστερον）〉ということになる。

以上のことから〈ヨリ先〉は二重の意味を持つ。 

（１）ワレワレニトッテ（πρὸς ἡμᾶς）我々が有るものをそれぞれ把握する時間的順序か

ら云って。 

（２）ピュシスニヨッテ（τῇ φύσει）有そのものが現成し、有るものの有として現前する

順序の上で。 

このことから考えられることは、覆蔵的な〈既在的先行性〉という特質を持つ「有」そ

のものを問うに当たって、『有と時』の時期における、現有から有へと向かう「基礎的有論」

の立場は（１）に相当し、「転回（Kehre）」以降の有の思索、云い換えれば「メタ有論への

転化（Umschlag in die Metontologie）」（GA26, 201）は（２）に相当すると看做されるのでな

いだろうか。つまり、これまで普通一般には、ハイデッガーの思索の「転回」について、

「転回」以前、それ以後というように、彼の思索を時期的・時間的に位置づけ、現有から

する有の問いの「挫折」による立場変更といったふうに解される嫌いがあったが、彼の「有」

に向かう姿勢は当初から一貫していて、「基礎的有論」から「メタ有論」への転回は「挫折」

でも何でもなく、ただ上記のような視点の（１）から（２）への「翻転」を行い、思索を

深めていったに過ぎないのではないだろうか。 

敷衍して云えば、いわゆる「転回」が『ヒューマニズム書簡』のなかで初めて触れられ

て以来、それが彼の形而上学的残滓を含んだ思惟の挫折による立場変更であり、思惟の「転

向」であるといったような、様々な憶測や誤解が広く流布したが、1962 年に書かれたリチ

ャードソン宛の書簡によると、「転回」の思索は『ヒューマニズム書簡』が執筆された 1947
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年に初めて生じたものではなく、実はこの「転回」という名称で思惟される事態内容

（Sachverhalt）は既にその 10 年前に自分の思惟を突き動かしていたことを示唆している。

そして彼は以下のように述べている。 

 

転回の思索は私の思索における翻転（eine Wendung）ではある
．．．．

（ist）でしょう。しかし

この翻転は『有と時』における立脚点の変更や、ましてや問題設定の断念によって生じ

たものではありません。転回の思索は、私が「有と時」という思索されるべき事柄の傍

らにじっと踏みとどまることによって、云い換えますと、すでに著書『有と時』（39 頁）

のなかで「時と有」というタイトルで指し示されているパースペクティヴを問い詰めて

いった結果、おのずと生じ起こったことなのです16。 

 

つまり、「転回」とは有の思索の発展過程の途上のある段階で、突如生じ起こった出来事で

はなく、「有と時」という思惟されるべき事態内容のうちに元々帰属しているのであって、

「転回は事態内容の関わりそのもののうちで遊動する（spielen）」（S.XIX）のだという。 

 要するに、ハイデッガーは、思索されるべき「時と有」という事態内容のうちに、上述

した「有のアプリオリ性」を看取していたのではないだろうか。彼は「ピュシスによって、

より先なるもの」としての「アプリオリ」のドイツ語訳として das Vor-herige（先‐来的な

もの）という言葉を採用する（a.a.O., S.195）。Vor とは〈予め前もって〉を意味し、herig と

はおのずから発現して来て我々に向かって到来してくることを意味する。このようにピュ

シスによって〈ヨリ先〉の本来の意味、つまりアプリオリを vor-herig なものとして思索す

るとき、いわゆる通念的な時間的継起の順序として理解されてはならないことは論を俟た

ない。しかしある意味では、時の根源的な姿がそこに云い表されていることも否定できな

い。  

 

II - 7 
さて、以上のことから推察されることは、有それ自身が有るものに対してどこまでもア

プリオリなものとして、常にその有るものに先立つもの（das Vor-herige）であることが指

摘されたわけだが、この〈ヨリ先〉というのは、云い換えれば、いつも既に
．．．．．

、いついかな

る場合でも、より先立っているということだが、なぜこのような〈より先なるもの〉がい
．

つも既に
．．．．

というように〈既在性〉の様相を呈するのか。それはこうした先行性がいつも既
．．．．

に先んじてしまっている
．．．．．．．．．．．

とでも云える仕方を持つからである。先述したように、この先行

性は時間的継起の順序における〈より先〉ではなく、あらゆる時間的位相を超えて一貫し

て見出される本来的元初
．．．．．

という意味での〈既在性〉にほかならない。〈有論的差異〉におい

て、有るものから区別される有それ自体とはこうした先行的既在性を持つ。有は現前する

ものを現在という様相において不断に現前させながら、それ自身はその現前者のなかに身

を隠し、自身のなかに退去する、云うなれば、有はそれ自身現前者として一度たりとも現

                                                        
16 W.J.Richardson.S.J., 前掲書 S.XVII. 
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前したことのない〈絶対的過去〉である。この自己抑制的な
．．．．．．

〈絶対的過去〉が現前するも

のを思索する人間に向けて〈将来〉してくるのである。すなわち有は現前者を絶えず現前

化させながら、そのことと一つに自らを脱け去らしめ、留保し、自己抑制する仕方で既在

性のうちへと自らを匿うのであって、そういう意味から現前の現前性は、つねに〈痕跡〉

という様相を帯びてこざるを得ない。 

以上のように、アリストテレスの実体（ウーシア）の定義、「既に有りしものが現に有

るところのもの〈ト・ティ・エーン・エイナイ〉」における「既に有りしもの」というのは

決して時間の経過のなかで過ぎ去ってしまった、ずっと以前の過去という意味ではなく、

繰り返し述べてきたように過去・現在・未来を貫いてそこに一貫して見出される、表には

現れてこない本来的あり方を謂うのであり、そもそも本来的にそれであったところのもの、

したがって現在も、やがて来る未来もなんら変わることのない、いつも既に
．．．．．

それであり続

けている永続性を意味していることは言うまでもない。こうしたウーシアとしての有その

ものを、つまり「類比的一」もしくは「超範疇（transcendens）」たる有そのものを、有る

ものの「不覆蔵性の内への現前性」に潜む、有るものからの〈脱け去り〉、すなわち有その

ものの秘匿的先行性、もしくは本来的・既在的覆蔵性として捉え返したハイデッガーは、

まさに有を有として思索する道を、どこまでも有の事柄に忠実に思索し抜いた哲学者であ

ったと云えよう。 

ところでハイデッガーは、アリストテレスによって有の問いに導かれ、現象学的眼差し

を通してギリシア哲学に誘われていったが、〈ト・ティ・エーン・エイナイ〉をめぐる彼の

有の思索を絶えず根底から突き動かしていたもの、それはやはり西欧ヨーロッパの伝統と

して彼の血肉に浸透しているキリスト教ではなかったであろうか。『出エジプト記』によれ

ば、モーゼがイスラエルの民を率いてエジプトを出奔し、カナンの地に帰還しようとする

途次、神に逢ってその名を問うたときの神の答えは「我は有りて在るものなり」（『出エジ

プト記』3,14）であった。神は「存在」であった、存在は神の名であるのみでなく、神そ

のものであったのである。神は有りて在るものであり、存在するもののすべてであり、有

るというより他に言い得ぬものであった。存在そのものたる神は「有りて在る」という仕

方で、自らの存在を反復強調することにおいて、もっぱら存在を存在自らとして規定して

おり、それは云い換えれば既に有りしものが現に有るところのもの
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

として、また将来も有

るであろうところのものとして、アリストテレスのト・ティ・エーン・エイナイの意味を

持ったものであった。ところが、そうした存在そのものとしての神は、過去・現在・未来

の時間的位相を通してそこに一貫して見出される恒常不変の実体的根拠
．．．．．．．．．．

（ウーシア）とし

て理解されることによって、いわゆる形而上学的な「有‐神‐論」を形成することになる

のである。しかし、ユダヤ・ヘブライズムにおける神ヤハウェは、決してそのような神で

はなかった。 

 

 

II - 8 
神の山ホレブにおいて、燃える芝の中からモーセに語りかける神ヤハウェ（YHWH）は、



明治期アカデミー哲学の系譜とハイデッガーにおける形而上学の問題（井上克人） 
ⓒ Heidegger-Forum vol.3 2009  

 79 

上述のように、自らの名を ’ehyeh ’ªsher ’ehyeh（エヒイエ・アシェル・エヒイエ）と

告げ知らせる。しかし、へブライ語の ’ehyeh は、単に「有りて在る」ということに尽き

るものではなく、存在（Sein）と生成（Werden）と活動（Wirken）の三つの主要な意味を統

一的に併せ持つ動詞 hāyāh（ハーヤー）の一人称単数未完了形である。すなわち ’ehyeh

は、「わたしは有る（成る・活動する）〔であろう〕」を意味する。すなわち、この神は、或

る時は灼熱の荒漠たる砂漠にあって民を導く雲として、また或る時は巻き起こる疾風や砂

塵として、或いはまた山々の頂を越えて万軍を導く火として、いたるところでイスラエル

の民の前に現れる神なのである。この世界が存在するのは「ハーヤー」の生成力によって

すでに成ったものであり、それに対して、神の「ハーヤー」は常にダイナミックに働きつ

づける創造力、救済力そのものである。更にいえば、「エヒイエ」が第一人称単数形である

ことは、神が絶対主体として働くものであることを指示していよう。主体がまず実体的に

確固不動のものとして存在し、それが事後的に働く、というのではなく、むしろ働くこと

のうちに主体が自らを啓示するのである。このようなダイナミックな「エヒイエ」が二度

繰り返され、「アシェル」で結ばれているのだが、ヘブライ語では言葉が二度繰り返される

のは、しばしば人智を遥かに超えたものを指示するために用いられるようであり、上述の

神の言葉の場合、最も動的な動詞「エヒイエ」が二度繰り返されているのも、人間理性を

絶対的に超越した神の存在のダイナミックなあり方を殊更に指示しようとしていることは

論を俟たない。 

このように、ヘブライ的思惟の特質は「動き」にある。ヘブライ人にとって、動くこと

のない固定した存在は実在性を持たないのである。「ハーヤー」としての神は、つねに流動

的、主体的なものであり、まず何よりも、人格存在として把握される17。 

したがって、ヤハウェは、イスラエルの民の意識の深層にあっては、必ずしも恒常不変

の単なる「有りて在る者」ではなかった。ところが聖書のギリシア語訳『セプトゥアギン

タ』（七十人訳聖書）に於いては、上述のモーセに対する神の自己啓示 ’ehyeh ’ªsher 

’ehyeh は、Ἐγώ είμι ὁ ὤν「わたしは有りて在る者である」と訳されている。つまり存在

を意味するギリシア語の男性分詞形 ό ών（有る者）と訳され、いわば後になって実体論

的な恒常不変の「存在」のカテゴリーにおいて神を理解する道がここに開かれたと云って

よい。更に云えば、今もし、この ὁ ὤν（he who is 有る者）が τὸ ὄν（being 有るもの）に

読み換えられるとすれば、イスラエルの神はギリシア人たちの形而上学的思考に接続させ

られることになるだろう。実際、イエスやパウロと同時代人であるアレクサンドリアのピ

ロン（Philon, c.25B.C. - c.50）は、プラトンからプロティノスの新プラトン主義に至る中期

プラトニズムを代表する学者であり、自らユダヤ教徒でありながら完全なヘレニズム的教

養を身につけており、イスラエルの神を真の「有るもの（τὸ ὄν）」と解することによって、

ギリシア哲学（とりわけプラトン哲学）の諸概念を用いて律法を解釈しようとした。彼は

                                                        
17 「ハーヤー」の思想およびヘブライ的思惟については、以下の諸著作から多大の示唆を得た。 

T.Boman, Das hebräische Denken im Vergleich mit dem griechischen, Göttingen,Vandenhoeck und Ruprecht, 1952.
〔邦訳 T. ボーマン『ヘブライ人とギリシャ人の思惟』（植田重雄訳、新教出版社、1972 年）〕 

有賀鐵太郎『キリスト教思想における存在論の問題』（創元社、1969 年、33-109 頁、および 177-200
頁）参照。 
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「創世記」第 1 章‐第 2 章第 5 節を対象とした『世界の創造』の中で、創造神に対して、

プラトンの『ティマイオス』に見られる宇宙の形成神の名「デーミウルゴス（δημιουργός 

製作者）」を用いている。この語の用例は、『セプトゥアギンタ』には見られないが、この

ことは彼が聖書の「創世記」をプラトンの同書を下敷きとして解読したことを示している。

そして有と生成の区別は、「創造者」と「被造物」の区別に対応してくるのである18。 

かくして、ピロンはヘレニズム化した世界にあって、『セプトゥアギンタ』における ὁ ὤν

（有る者）を τὸ ὄν（有るもの）と解することによって、キリスト教をギリシア哲学の衣

に包み、そのことによってキリスト教をいわば形而上学化
．．．．．

したのである。ピロンにとって

の最高の存在者は云うまでもなく旧約聖書の神なのだが、その神は、彼によれば「ロゴス」

によって自らを啓示する存在者にほかならなかった。神はこのロゴスを通じて世界を創造

し、行為する。神の像（Imago Dei）であるこの永遠のロゴスは、同時に世界の原像であり、

神と人間世界との媒介者なのである。1 世紀以降、ユダヤ教はギリシア文化を完全に排斥

することによって自らを閉ざし、ピロンによる信仰と知との融合を拒絶したが、彼のロゴ

ス論は 2‐3 世紀になるとキリスト教思想に受容され、「ロゴス＝キリスト」論となって、

新約聖書の『ヨハネ福音書』へと繫がっていく。「初めに 言
ロゴス

（ことば）があった。言は神

とともにあった、言は神であった」（1・1）という有名な箴言にある「ロゴス」はピロンの

思想を踏まえていることは云うまでもない。 

さて、しかし、ὁ ὤν（有る者）は τὸ ὄν（有るもの）とは異なる。前者は主体的・人格

的存在であるのに対し、後者は非人格的な事物的存在である。ヤハウェはイスラエルの民

にとっては、かりそめにも「それ」と指示されるような「何物か（something、etwas）」で

はなく、「主よ」と呼びかけられるべき「何者か（somebody, Jemand）」であった。「アダム

よ、汝は何処にいるのか」（創世記 3,9）という神の呼び声は、原人アダムを、神の前から

逃亡せる隠れ場から、その本来あるべき、生きるべき場所に召喚する呼び声であったし、

「アブラハムよ」という神の呼びかけに対し「はい、ここに」という応答がなされ（創世

記 22）、また「イスラエルよ、聞け。われわれの神、主は唯一の主である」（『申命記』6, 4）

と宣布されるとき、その「唯一の主」なる神は、例えば Λόγος（ロゴス）や、或いはエレ

アのパルメニデス（Parmenides, 前 515 年頃～？）の「τò ἐόν（エオン）」、プロティノスの

「τὸ Ἕν（ト・ヘン 一者）」といった〈非人格的存在〉では決してなかった。要するに重要

なことは、イスラエルの神は、元来、その民を選別し、これと契約を結んで啓示を下すと

ころの人格神、「アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神」であって、決して「哲学者の

神」ではなかったということをしっかりと銘記しておかなければならないことである。 

 したがって、キリスト教に哲学があるとすれば、それはすぐれて実存的な刻印
．．．．．．

を有する

哲学であろう。〈わたし〉として呼びかけてくる神
．．．．．．．．

に対し、「神の像（imago Dei）」である

わたしは〈汝〉として呼び返す
．．．．

、この応答のうちにあらゆる緊張が生まれるのである。聖

                                                        
18 町野啓「アレクサンドリアの神学」（中川純男責任編集『哲学の歴史３ 神との対話 中世・信仰

と知の調和』中央公論新社、2008 年所収）参照。その他、同著者『初期クリスト教とギリシア哲学』

（創文社、1972 年）、および、クラウス・リーゼンフーバー『西洋古代・中世哲学史』（平凡社、2008
年）参照。 
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書における言葉はつねに誰かに宛てられた
．．．．．．．．

言葉なのであり、誰かによって受け取られるこ

とを望んでいる言葉なのであって、呼びかけと聴取
．．．．．．．

が基本となる。したがって神が話すと

き、神はつねに命令法や希求法を用いる。これは〈契約〉の観念に先立って〈啓示〉の観

念が証示していることである。 

『使徒行伝』17 章によれば、使徒パウロは宣教のため、アテネに赴き、アレオパゴスの

丘において、エピクロス学派やストア学派の哲学者たちを前に「不可知なる神」について

演説をした。当時、ローマの支配下にあって迫害されていた初期キリスト教徒たちは、異

教徒たちや時の権力者たちに自らの立場を理解してもらうべく、自らの思想を、単に伝統

的な律法の言葉、預言者のカテゴリーやメシア伝承などによってだけではなく、ヘレニズ

ム化された地中海周辺諸都市のギリシア語を話す人々の心に届くような仕方で宣べ伝えた

のである。ところがその当時、初期キリスト教の宣教者たちがその活動を始めた頃には、

すでにパレスチナのユダヤ人たちでさえ、かなりの程度ヘレニズム化されていて、また地

中海周辺諸都市に散在していたユダヤ人たちの間にもヘレニズムは充分浸透していたので

あって、彼らの用いる旧約聖書はヘブライ語の原典ではなくギリシア語の七十人訳聖書『セ

プトゥアギンタ』だったのである19。  

 かくして、ヘレニズム世界におけるキリスト教の宣教活動にあっては、ギリシア語が、

そしてギリシア哲学の種々の常套的論法が使われた。そのことはしかし、一方ではキリス

ト教の教理を「形而上学」化することにもつながった。例えば、プロティノス（205 頃‐

270）の説く「一者（ト・ヘン）」は我々の思議を絶し、言説を超えた超越的なものだが、

それ自体に内在する根源的・全一的意志によって、あらゆる存在者を現出させる可能性を

秘めている。云い換えれば、存在を超越する「一者」はそれ自身のうちに自己内発的顕現

化の志向性、他のものを可能にするための威力を持っている。一者は溢れんばかりに充溢

するその力、尽きることのない力に基づいて自分自身に叡智を与え、宇宙霊へと展開し、

万物に形象を与え、それらの存在根拠として内在化していくのである。東方のギリシア教

父たちは、こうした新プラトン主義がもつ「本体的一元論」の思想を土台にキリスト教の

理解を深めたのであり、「位格（ヒュポスタシス）」の階層構造における超越と内在の論理

が、「三位一体論」へと展開していくのである。因みに云えば、「自己原因（causa sui）」た

る神的実体を「外在的」なものとしてではなく「内在的」なものと捉え、〈生れた自然 （natura 

naturata）〉を「様態」とし、そこに内在する〈生む自然（natura naturans）〉を神（本体）と

捉え、一元論的汎神論を説いたスピノザ（1632-1677）の哲学は、きわめて東方的であった

ということである。 

 

II - 9 
ハイデッガーに従えば、形而上学は「一般的で第一義的なものとしての有るもの（das 

Seiende als solches im Allgemeinen und Ersten）」を、「至上のものでかつ究極的なものであるよ

うな有るもの（das Seiende als solchem im Höchsten und Letzten）」と｢一つに合一させて
．．．．．．．．

（in 
                                                        
19 山川偉也「「権威と信仰」のもとで」（飛田就一編著『知性の探究』法律文化社、1979 年、所収）

参照。 
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Einem mit）｣しまった（ ID, S.52）がゆえに、形而上学はその構造からして有‐神‐論

（Onto-Theo-Logie）となるのである。したがってキリスト教神学がギリシア哲学の有論の

諸観念を援用するとき、神学は形而上学へのその根本的な帰属を自ら明かしているに過ぎ

ないとも云えよう。しかしそうした帰属ゆえに、神学がそれに最も固有な対象、すなわち

〈生きた神〉を取り逃してしまうことになる。神を「最高存在者」に変容することで、神

学は神を根底的な仕方で非‐神格化し、「哲学者たちの神」たらしめてしまうのである。「自

己原因」たる存在（ens causa sui）は、哲学にとっての神のためにあるような事象に相応し

い名に過ぎず、それはキリスト教徒たちの
．．．．．．．．．

神ではもはやなく、どこまでも哲学者たちの
．．．．．．

神

なのである。ハイデッガーは後年、次のように言い切っている。「この種の神に対しては、

人間は祈ることも犠牲を捧げることもできない。自己原因を前にして、人間が胸一杯の畏

怖の念とともに跪くことはありえない。同様に、かかる神を前にして人間が音楽を奏でた

り踊ったりすることもありえない」と（ID, S.64）。 

改めて指摘するまでもなく、ハイデッガーは、有を形而上学ならぬ仕方で思索するきっ

かけを、キリスト教的信から教わろうとしたことは、やはり無視できないように思われる。

つまり若きハイデッガーは有についての思索が原始キリスト教的信の経験に決定的な仕方

で導かれていた
．．．．．．

ことは明らかで、第一次世界大戦直後の時期の講義では、ハイデッガーは

スコラ学の思弁的‐神学的思考から原始キリスト教的信の経験へと遡っているのだが、そ

れは、有の思索
．．．．

に関して信から何かを教わるためであった
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

のだ。つまりハイデッガーは、

原始キリスト教の営みにおける信の経験をめぐる新たな省察を起点として、有についての

形而上学的な考え方、特にアリストテレス的な考え方を問題化するよう導かれたのである。 

ハイデッガーがパウロやルターといったキリスト教の信仰に生きた証人たちを援用し

つつアリストテレスを別の仕方で
．．．．．

読み直そうとしていたのだとすれば、それはどういうこ

とを意味するのだろうか。彼は、いわゆる「信仰」に生きるのでもなければ、かといって

新しい「神学」を樹立するのでもなく、どこまでも「哲学」としての立場を維持すべくギ

リシア的思惟に固執し、「有」の思索を深めていこうとしたのであり、そこに残された道は、

もはや有を〈現前性〉として見るのではなく、むしろその〈覆蔵性〉に着目し、しかもど

こまでもアリストテレスの哲学を「模範」と看做し、それに付き従う仕方でそれを遂行す

るとすれば、「現前性の形而上学」を排斥するのではなく、その根底に帰りゆくという仕方

で形而上学が思索しないままに留まった有の覆蔵性を、アリストテレスの哲学のなかに読

み込もうとすることになる。それが上述したト・ティ・エーン・エイナイの解釈へと繫が

るのは論を俟たない。しかしこうした視線は、ルターや、原始キリスト教の教えとはまっ

たく無関係であるなどとは断言できないであろう。そして更に敷衍して云えば、それは「不

可知なる神の自己顕現化」を強調し、「光の形而上学」に基づくギリシア・ヘレニズム化さ

れた東方正教会のキリスト教ではなく、神をどこまでも「不可知なる神」、「隠れたる神」

として看做し、本来のユダヤ・ヘブライズムの伝統に根差した西方キリスト教の立場であ

ったことは留意されてよい。 
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II - 10 
ハイデッガーは、「宗教現象学入門」（1920/21 冬学期）のなかで、パウロ書簡「テサロ

ニケの信徒への手紙一」、および「テサロニケの信徒への手紙二」そして「コリントの信徒

への手紙」の三つを取り上げ、解読している。そこで重要視されるのは、原始キリスト教

の信仰における事実的・歴史的生とその時間性、すなわちカイロス（καιρός）である。彼

は事実的生について三つの分析を行う。先ず第一に、テサロニケの人々が「既在存在

（Gewordensein）」の知を経験していたことをパウロが取り上げていることに注目する。こ

の既在存在の経験は神との作用連関において現われ、困窮のなかで神の御言葉を受容する

ことである（GA60, S.93f）。第二、「コリントの信徒への手紙二」に見られる「肉のとげ」

（12, 7）という表現である。ハイデッガーは、これを主の降臨、すなわちパルーシア

（παρουσία）から理解する。パルーシアの経験は、絶対的な苦悩の只中にあって、生の困

窮に耐え忍ぶことにおいてのみ、神との関わりを持つとし、その中でこそ真の喜びが見出

せるとする見解を示す（GA60, 98）。第三に、ハイデッガーは、「テサロニケの信徒への手

紙一」を取り上げ、そこから主にカイロスの概念を学び取っている。パウロによって論じ

られているのは主の降臨（パルーシア）をめぐる問題である。弟子たちを「無知のなかに」

（4, 13）打ち捨てないようにという願いを語ったあと、パウロは「その時と時期について」

（5, 1）知らされる必要はないと付け加える。ハイデッガーは、パウロがいかなる時間的な

指示も、具体的な内容も与えていないことに注意を促し、むしろパウロが強調しているの

は「盗人が夜やってくるように主の日は訪れる（Wie ein Dieb in der Nacht, so kommt der Tag 

des Herrn.）」（5, 2）という主の降臨の様相
．．

だけであり、その「突如性（die Plötzlichkeit）」に

注目する。主の日の到来の突如性に対する人間の態度として、「冷静な覚醒（das nüchterne 

Wachen）」が対応している（5, 5-8）。つまりハイデッガーの関心を引いたのは、このような

「冷静な覚醒」と「待機性」という、「クロノロジック（chronologisch）」ならざる「カイ

ロロジック（kairologisch）」な時間の特殊な規定、すなわち実存的規定をそこに見ているの

である（GA60, S.102-105）。 

こうしたパウロの経験に見る時間性は、予見不能な突如性という脅威のもとに置かれる

のだが、カイロスは待望されている（erwartet）のでもなく、把握される（ergriffen）ので

もない。こうした未来から訪れる脅威は現在を決断の瞬間たらしめずにはおかない。そこ

には何一つ計量可能なクロノロジックな時間はない。そうした意味で、原始キリスト教的

信仰は、生を事実性において経験するが、それはどこまでも歴史的（geschichtlich）なので

ある。事実的生経験は単に時間のなかで生きるのではなく、時間そのものを生きているの

である。ヘブライ的世界においては、歴史こそが生き生きとした現実なのであり、しかも

重要なことは、歴史は未来によって
．．．．．．

全面的に規定されているということである。こうした

歴史感覚は、時間についての特殊なアプローチによって可能なのだが、ギリシア思想には

こうした歴史感覚はない。つまりヘブライ的時間は、「突然生じるもの」と解された出来事

を起点として理解されるもので、時間はこのような出来事と不可分なものなのだ。という

ことは、時間が出来事から切り離されて、「クロノロジック」な時間の規則的で単に量的な

運動と化すことはありえない。換言すれば、現在において、如何ともしがたい未知性がそ
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の突如性によって顕われる。ここにいう現在は単なる今とは異なり、いわば時間の全体が

統一的な様相で私に差し向けられるような場所なのである。このことはヘブライ語が「瞬

間」を表現する仕方から、この点を判断することができる。T. ボーマンの説明によれば、

ヘブライ語の最も短い時間感覚は「レェガァ（rȁgaʽ）」であり、「打つこと」、つまり時

間の脈動を意味する。それは例えば「瞬きの瞬間」のような、どちらかと云えば視覚的な

表象が伴うドイツ語の Augenblick とはまったく異なり、「レェガァ」はむしろ、脈動、心

臓の鼓動、睫毛の痙攣といった肉体的な感覚を表わす語であって、点（Punkt）でも、合い

間（Strecke）でも長さ（Dauer）でもなく、むしろ「拍子（Schlag）」であると云う（因み

にフランス語表記では coup、pulsation であろう)。またこの語の同義語として「ペェタァ

（pȁtaʽ）」があり、それもレェガァと同様、「突発性」を表わすが、区別するとすれば、

レェガァは「一層急速な、力強い、奔流のような速度で遂行されること」を表わし、ペェ

タァは「気づかないうちに急激に出来事が生ずること、眼をあけると思いがけず突然存在

していることを示す」ということである20。ここで私が特に留意したいのは、このペェタ

ァについての説明である。つまりそれは、未知なる未来が「突如性」として到来してくる

のだが、到来して思わず気がつくと、それはどこまでも「既在的」なものであったという

時間感覚、簡潔に云えば、現在において突如として将来してくるのは、どこまでも既在的

なものである、といった時間構造がヘブライ的時間の特質としてある、というこの一事で

ある。この時間感覚に従えば、パウロが述べ伝えたカイロスとしての時間も、そうした意

味で、現在に向けて将来してくるのはどこまでも超越的な「既在性」ではないか、という

ことにある。〈それ自体において先なるもの〉としての「既在的・本来的なるもの」は、ど

こまでも、現在のこの瞬間において冷静な覚醒を以って待機している〈我々にとって先な

るもの〉として、我々に向けて将来してくるのである。ハイデッガーに即して見た場合、

このような歴史感覚に裏打ちされたカイロス的時間が刻印されているのは初期ハイデッガ

ーにおける実存論的分析論だけではない。いわゆる｢転回｣以後でも、「命運（Geschick）」

の観念や、「放下（Gelassenheit）」のうちに、ひいては「耐えて待つ心、高邁なる心（Langmut, 

Großmut）」（GA13, S.81）のうちに、そして最終的には「性起（Ereignis）」という観念のう

ちに、云うなれば終末論的カイロスの刻印を見分けることができるのではないであろうか。 

前述したように、有の真性の露現と覆蔵との動態は、それが開演される場として、「現

有」としての人間の思索を必要とするのであって、この有と思索との相依相属関係を彼は

「性起」という言葉で捉えていた。そして有の開けに身を委ねた本来の思索のなかへ、有

そのものも自らを委ね与える仕方でその固有の領域から、あらゆる現前に先んじて元初的

に性起する。しかもこの元初は、先述の如く非一非異として異成し、己を明らめつつ、同

時にそれがどこまでも根源的由来でありつづけるべく、自己を抑制し、自らのもとに留ま

るのである。云い換えれば、有は自ら異成しつつ有るものを〈我々にとって先なるもの〉

として現有へ向けて将来的に現前させる仕方で〈性起〉しながら、しかし有そのものはど

こまでも〈それ自体において先なるもの〉として「脱去（Enteignis）」し、本来的既在性に

                                                        
20 T.Boman, 前掲書 S.116-117, 邦訳、前掲書、220-221 頁。  
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留まるのである。ハイデッガーは、こうした本来的既在性を「別の元初（der andere Anfang）」、

「最古のもの（das Älteste）」、「始源（der Anbeginn）」という言葉で繰り返し強調している。

二、三例を挙げたい。 

 

元初的なものは、一切の来たりつつあるものに先んじて性起し、そのために覆蔵され

た儘ではあるが、純粋な到来として歴史的人間のもとへと来たる。それは決して過ぎ去

ることなく、決して過去のものではない。それゆえ我々は、元初的なものを……たゞも

っぱら追想的思索のなかに、すなわち〈現成しつつある既在（das Gewesende）〉と、贈

り届けられてきた有の真性をひとつに思索する追想的思索のなかにのみ見出すのであ

る（Nietzsche II, GA6-2, S.439-440）。 

 

古きものの最古のものが、我々の思索のうちに我々の背後から到来し、我々に向かっ

て来る。それゆえ思索は、既在するものの到来に身を委ね、それはいわば追想すること

である（Aus der Erfahrung des Denkens, GA13, S.82）。 

 

始源は、より早く先んずるものとして終わりを既に追い越している。こうした先んず

るものこそ、今なお覆蔵されているところの、時の根源的本質（現成）を守蔵している

のである（Die Sprache im Gedicht, GA12, S.53）。 

 

真の時間とは既に有りしものの到来である。この既在せるものとは過ぎ去ってしまっ

た過去ではなく、むしろ一切の到来に先んじて現成しているものの集摂態である。同時

に真の時間は、このような集摂態として、常により早きものの中へと自らを戻し匿うの

である（ibid．）。 

 

要するに、パウロ的カイロスの経験、「冷静なる覚醒」と「待機性」という実存的態度

が、こういう仕方で後期ハイデッガーの有の思索にも浸透していることは注意されてよい。 

ただ、ザラデルが指摘しているように、ハイデッガーは『新約聖書』しか考慮していず、

あたかも新約の文章群が一切の開始を成し、福音のギリシア語が旧約のヘブライ語とは無

関係であるかのように『新約』のテクスト群を捉えているが、しかし旧約と新約を切り離

して考えることは不可能であって、ハイデッガーの選択は奇異としか思えないのも確かで

ある21。しかし、上述のパウロ的な意味でのカイロスという措辞は、時間についてのヘブ

ライ的な考え方の埒外では理解不可能なものである22。時間についての、ひいては有その

ものについてのハイデッガーの考え方の全体に、カイロスの観念は刻み込まれている。ハ

イデッガーは「有」をもはやギリシア的形而上学ならざる仕方で捉えるにあたって、それ

                                                        
21 Marlène Zarader: La Dette Impensée. Heideg ger et L’héritage Hébraïque, Éditions du Seuil, Paris, pp.172-173, 邦訳

『ハイデガーとヘブライの遺産 ―思考されざる債務』（合田正人訳、法政大学出版局、1995 年）

237 頁。 
22 ibid. pp.176-177, 邦訳 242 頁。 
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を時間に還元して捉えようとする意図のうちには、原始キリスト教的信に見るカイロスの

経験があったことは銘記すべきところであろう。ハイデッガーがパウロ的なカイロスの経

験から着想を得たのはまさに、時間の本質的な内実を思考するためであったのだが、奇妙

なことに、旧約のヘブライ的思考をその源泉とすることはなかった。時間のカイロロジッ

クな本質はハイデッガーの仕事のなかに入り込んで、ついにはハイデッガーの考え方の核

心にまで至るのだが、この本質がそこに至るのは出自を除去されたうえでのことでしかな

いのである23。したがって、ザラデルも云うように、ハイデッガーの思索がヘブライ的伝

統から直接的に着想を得たということはありえないが、それがヘブライ的伝統の考えに依

存することなく発展したということもありえない。ヘブライ的伝統とハイデッガーの思索

との隣接は極めて大きく、このアポリアを解消するためには、ハイデッガー自身、まった

く気がつかないでいたヘブライ的伝統の遺産から知らず知らずのうちにその着想を汲んで

いたことを容認することであろう24。「由来〔既在性〕は常に将来に留まっている」とする

時間感覚、歴史感覚は、けっしてギリシア的な発想ではなく、どこまでもヘブライ的なも

のなのである。 

 

 

【注】 

 

I 本文中の西田からの引用は、『西田幾多郎全集』最新版〔竹田篤司、クラウス・リーゼ

ンフーバー、小坂国継、藤田正勝編、岩波書店〕に依ったが、併せて旧版全集の頁数も

記しておいた。括弧内のローマ数字は各全集の巻数、アラビア数字はページ数を示す。 

 

II 本文および注におけるハイデッガー全集および各著作の省略記号は以下のとおりで

ある。 

GA: Martin Heidegger Gesamtausgabe, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main. 

ZSD: Zur Sache des Denkens, Max Niemeyer Verlag, Tübingen. 1969. 

ID: Identität und Differenz (vierte, unveränderte Auflage), Verlag Günther Neske in Pfullingen. 

1957. 

  なお、ハイデッガー全集各巻の引用は、全集の略号 GA の後に巻数と頁数を付加した。

巻数の各タイトルを表記しておく。 

  GA2: Sein und Zeit. 

  GA5: Holzwege. 

GA6-2: Nietzsche II. 

  GA9: Wegmarken. 

 GA12: Unterwegs zur Sprache. 

 GA13: Aus der Erfahrung des Denkens. 
                                                        
23 ibid. p.172, 邦訳 235 頁。 
24 ibid. p.164, 邦訳 224 頁。 
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  GA18: Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie. 

  GA26: Metaphysische Anfangsgründe der Logik. 

    GA58: Grundprobleme der Phänomenologie(1919/20). 

    GA60: Phänomenologie des religiösen Lebens. 

 GA63: Ontologie (Hermeneutik der Faktizität). 

  GA65: Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis). 
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（３） Karl Lehmann: Christliche Geschichtserfahrung und ontologische Frage beim jungen 

Heidegger, In : Heidegger (Hrg. von Otto Pöggeler) Kiepenheuer & Witsch, Köln Berlin, 1969. 

（４）Helmut Franz: Das Denken Heideggers und die Theologie, In : Heidegger (a.a.O.). 

（５）Heidegger et la question de Dieu, Bernard Grasset, Paris. 1980. 
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「間柄」とその波紋 
―九鬼周造・和辻哲郎・中井正一― 

 

                   苅部 直（東京大学） 

 

＊ 2008 年 10 月 30 日における、報告のレジュメと資料である。この報告をもとにした改訂稿とし

て、『岩波講座哲学・第１１巻・歴史／物語の哲学』（岩波書店、2009 年 1 月）に、「歴史性と自

由 ―瀧川事件から見たマルティン・ハイデガー」を発表した。ご参照いただければ幸いであ

る。フォーラムの席上、有益なご質問・ご意見を下さった、参加者の方々に、深く感謝する。 

 

Ⅰ 1933 年のハイデガー・ショック 
 

 1924 三木清「消息一通」、田邊元「現象学に於ける新しき転向」 

 1926 三木清「問の構造」 

 1928 高橋里美、『存在と時間』を『哲学雑誌』493 号に紹介 

    和辻哲郎、講義「国民性の考察」、講演「日本語と哲学」 

 1929 和辻哲郎「風土」（論文）、九鬼周造「時間の問題」 

 1931 九鬼周造、特殊講義「ハイデッガーの現象学的存在論」 

    伊藤吉之助、演習『カントと形而上学の問題』 

 1933 3/23 ドイツ国会、全権委任法可決 

    4/21 鳩山一郎文相による、瀧川幸辰（京都帝大法学部教授）処分の意向が報道 

       ハイデガー、フライブルク大学総長に選出 

    4/29 三木清「生存理由としての哲学」（読売新聞） 

    5/1  ハイデガー、総長発令・ナチ入党 

    5/26 瀧川の休職処分発令、法学部全教官（西谷啓治講師を含む）の辞表提出 

    5/27 ハイデガー、総長就任演説「ドイツ大学の自己主張」 

    7/22 法学部教官 12 人の辞表撤回、反対運動収束へ 

    10/4-6 田邊元「危機の哲学か哲学の危機か」（東京朝日新聞） 

    10 月 湯浅誠之助「独逸このごろ」（『理想』11 月号） 

        三木清「ハイデッガーと哲学の運命」（『セルパン』11 月号） 

    12 月 大江精志郎「自由主義と自律主義」（『理想』翌年１月号） 

 1934 １月 荒木時次訳注『独逸大学の自己主張』（大学書林、独逸小論文対訳叢書） 

 1936 中井正一「さまよえるユダヤ人」 

 

 大学・学問の「自由」を超える、真の自由＝「自律」（湯浅・金子馬治・大江精志郎） 

   vs. 非合理性への傾斜への警戒（三木・中井）、哲学の危機を誘致（田邊） 



「間柄」とその波紋（苅部直） 
ⓒ Heidegger-Forum vol.3 2009  

 

 89 

 なぜハイデガーは注目されたのか？ 

   世界大戦後、危機と不安の時代の哲学 

   人間学（哲学的人間学）としてのハイデガー受容 

    マルクス‐エンゲルス『ドイツ・イデオロギー』（リャザーノフ版、1926） 

    ディルタイ『精神諸科学における歴史的世界の構成』（著作集７巻、1927） 

    → Mitsein の主題化・生の強調による、のりこえ（和辻・九鬼、三木清も？） 

 

   「歴史性」への問い → 和辻「国民性」「風土」、九鬼「日本的性格」 

              中井「日本の美」 

 

 ハイデガーから出発して、「間柄」、社会実践の問題をめぐる考察へ 

→ そのハイデガーが、「行動的実践的なフアッショばりの大学論」（荒木「訳者序」）    

を表明したことの衝撃 

 

Ⅱ 和辻哲郎（1889-1960）の「文化共同体」 
 

 『人間の学としての倫理学』（1934）から、『倫理学』上・中巻（1937・1942）と『尊皇   

思想とその伝統』（1943）への変化 ― 中巻「人倫的組織」論の重要性 

 文化共同体としての「民族」と、強制機構としての「国家」の区別 

  → 「団体の意志」の「権威」による、「権力」の統制 

 重層的な人倫組織、その総体を「外護」する「人倫的組織の人倫的組織」としての国家 

  家族・親族・地縁共同体・経済的組織・文化共同体 

 実践的・行為的な連関としての、「人間存在の空間性」（上巻） 

 「主体的な広がり」＝公共性＝「あらわになる場所」が、より大きなものへ広がる 

  → 交通機関・通信機関の重要性：布教者・琵琶法師～鉄道・新聞・ラジオ・電話 

    最大の広がりを区切るのは「言語の共同」＝民族（not「血と土の共同」） 

 人倫組織の中での「文化共同体」の重要性 

   役割・資格＝persona に解消されない「真の人格」、「友人」としての交流 

   藝術・学問・宗教：孔子の「朋友」、プラトンの学園、芭蕉一門、心学結社 

   「学校」における「友人的存在共同」but 力点は、学問の「民族的性格」 

   ～大学共同体の自治の基礎づけ？……津田左右吉弁護（全集別巻２） 

 

Ⅲ 九鬼周造（1888-1941）と中井正一（1900-1952）―「自由」の伝統へ？ 
 

  九鬼周造「時間の問題―ベルクソンとハイデッガー」（1929） 

   「前走的決意性」（vorlaufende Entschlossenheit）における「死への自由」の自覚 

（Freiheit zum Tode, Sein und Zeit§53）に注目、「時間が自由の基礎をなす」と説く
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点に、ベルクソンとの一致～個人の実存的決断としての自由 

  『「いき」の構造』（1930）：「自由の擁護」としての「意気地」 

  「人生観」（1934）：「他者との共同存在」「選択」～人と人の間における「自由」へ？ 

  「人間学とは何か」（1938） 

    天つ神→イザナギ・イザナミ、アマテラス→ニニギへの命令 

    ＝国家主権、「我国独特の國體」、天皇親政の起源 cf. 和辻の「尊皇思想」論 

    but「原始偶然」としてのスサノヲ → 和辻「清明心」論との対照 

      歴史の創造者としての人間 ―「自由選択」が人間の本質 

      ～「偶然」への驚き、予定調和の裂け目 → 「自由」の根源 

       アトム的個人、理性的自己による基礎づけに拠らない「自由」の追求 

 

  伝統的美意識への問いかけ ― 中井正一『日本の美』（1952） 

    鳥羽僧正『鳥獣戯画絵巻』の「自由」「いき」「脱出の精神」 

    中宮寺半跏思惟像の「白い刃がひらめいたあとのような線の美しさ」 

     → モダニズムの「切断」の美との共通性 

       すがすがしい「戦慄」から、現実への批判へ……『世界文化』『土曜日』 

   ～不断の提案と討議による「委員会の論理」（1936）を支えるもの 

    ただし、特攻隊も「人間の達しうる最も美しい清々しい自由の姿」……？ 

     （「橋頭堡」1944 年 11 月） 

 

 

［１］右の［ヘーゲル］弁証法に対して、日本の哲学界の一方の主流を成してゐるのはハ

イデッガーやヤスパースの実存の哲学であらう。この国の現象学徒の関心もフッサール、

シェーラーからハイデッガーへ移りつつある様である。ハイデッガーがナチスになり、フ

ライブルグ大学の総長になり、その就任演説『独逸大学の自己主張』が田邊博士が『東朝』

に載せられた文などに始まつて相当強い関心をこの国へも捲き起しつつあるのも最近の事

である。（小松攝郎「一九三三年日本哲学界の回顧」、『理想』45 号、1934 年 1 月号） 

 

［２］而もこの講演が行はれた頃は我が国の論壇は例の瀧川教授問題を中心として喧噪を

極めてゐたことを思ひ、且つ大学の自由の問題はこの瀧川教授問題の故に大きな不安の中

に追ひ込まれ、今日に至るまで未解決のまゝ残されてゐることを思ふとき、この明快な大

学論はこの問題の解決に一つのヒントを―それが如何なる方向のものであるにせよ―

与へるものとして熟読に値するものであることを信じて疑はない。（荒木時次「訳者序」） 

 

［３］フッサール、ハイデッガー学説の美学への示唆は、すでに時間の中に寸断され細片

化された自我が、宇宙的本質の中でいかなる現象としてあるかを記述し解釈しようとする

のである。ハイデッガーは数年間の塹壕生活の前後十年間沈黙し、前著『ドン・スコトス
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論』とほとんど関係のない『存在と時間』で突如として、不安の哲学を投げだしたのであ

る。彼の哲学の中には一九一八年の痛みが深くきざまれており、塹壕の中の単調の存在 auf  

der Spur sein［ママ］からのうめくような脱出の願望が味わわれるのである。（中井正一「現

代美学の危機と映画理論」、1950 年、『中井正一全集』第３巻、美術出版社、186-187 頁） 

 

［４］なほハイデッガーは、現存在がその出会ふ存在者に対して距離的である意味で空間

的であることを説いてゐるが、この点が問題の中核をなしてゐるやうに考へられる。‥‥

ハイデッガーが公開性を有する配慮的時間または世界時間を非原本的のものと見ることは、

共同相互存在の説にも拘らず空間の実存的展望を封鎖するものではあるまいか。共同存在

性が終始一貫して視点を離れなかつたならば、現存在の関心の存在学的意味が「時間性」

としてよりはむしろ「時間空間性」として開明されることもあり得たのではあるまいか。 

 ……彼の哲学に接する者は誰しも Sorge［九鬼の訳語は「関心」］の体験的気分的意味が

強い余臭を与へてゐることを否み得ないであらう。‥‥ハイデッガーの哲学に世界大戦直

後の不安、心配、憂鬱の反映を見ることもあながち不当とは言えぬであらう。「死」の哲学

を「生」の哲学であらせることを希望しても必ずしも不都合ではなからう。ニイチェの明

朗に帰れ、否、エピクロスの快活に帰れといふ言葉をもつて結語の結語とすることが許さ

れたい。（九鬼周造「ハイデッガーの哲学」、1933 年３月、『九鬼周造全集』第３巻、岩波

書店、269-271 頁） 

 

［５］［日本語の一人称、「僕」「うち」「われ」「おのれ」などについて］この様に言葉とし

て単純であるべき Ego が、日本語に於ては、Offentlichkeit から、社会関係から、Wertung

から、praktisches Verhalten から、Dasein の Raumlichkeit から、又更に Mitsein から、解釈す

べき様な意味を含んでゐる。（和辻哲郎、講演メモ「日本語と哲学」、『和辻哲郎全集』別巻

２、岩波書店、361 頁） 

 

［６］‥‥然しあくまでも有の理解を介してのみ他人が出て来ると考へたところに、現有

の存在構造の分析の著しい限界がある。それは理解の根柢に存する間柄にまで遡ることを

許さない。存在構造の究極の問題は我のみの存在に於て取扱はれ得る時間性の問題に限局

せられ、人と人との間を構成する肉体性は無視せられて了ふ。人間の存在は死すべき我の

存在であつて、生命を生産する間柄としての存在でなく、またその存在の特徴は単に有論

的たることにあつて、実践的・行為的・創造的・生産的たることには認められない。（和辻

哲郎「倫理学」、『岩波講座哲学』第２回所収、1931 年、103-104 頁） 

 

［７］ハイデッガーにとつても人間の在り方としての「世界内存在」は「共同的世界内存

在」にほかならない。世界への内在は他者との共同存在であり、現存在は共同相互存在

（Miteinandersein）の在り方を有つてゐるのである。和辻哲郎氏が人間を原本的に人と人と

の「間柄」と見たことは、ルヌーヴィエが一切の範疇の根元に「関係」を置いたことと共
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に興味ある見解である。モンテーニュの「人間学」からコントの「社会学」への発展は必

然的である。（九鬼周造「人間学とは何か」、『九鬼周造全集』第３巻、37 頁） 

 

［８］現在の学校は学問に於ける共同体としては非常に缺くるところの多いものであり、

むしろ打算社会［Gesellschaft］的性格を露出してゐるとも云へる。学問は生活の手段とな

り、学校は職業のための場所に化してゐる。学者は学問的探求に於て合一しようとするよ

りもむしろその地位のために競争し、学生は知識への要求を共同にしようとするよりもむ

しろ就職のために腐心する。その結果学校が営利事業としてさへも経営される。しかしこ

れは学校がその本来の意義を失つてゐると云ふことを示すのであつて、学校が本来かくの

如きものであることを示すのではない。‥‥学問の共同体として缺くるところの多い現在

の学校ですら、なほ友人的存在共同を媒介する場所として、有力な役目を果してゐるので

ある。（和辻哲郎『倫理学』中巻、岩波書店、1942 年、424-425 頁。岩波文庫第２巻 430-431

頁） 

 

［９］物理学者と雖、物理学と全然縁のない区別、即ちドイツ、イギリス、アメリカ、日

本等々の区別によつて区別され、さうしてその肩書の下に取扱はれる。といふことはそれ

ぞれの学者が単なる個人としてではなくそれぞれの民族の物理学的尖端として取扱はれて

ゐるといふことである。従つて世界の学界とは民族と民族とがその学問的尖端に於て学問

の共同を実現してゐることを指すのであつて、決して超民族的といふわけではない。（和辻

哲郎『倫理学』中巻、394 頁。岩波文庫第２巻 406 頁） 

 

［10］原始偶然に当面して、人間は驚きの情に充たされるのである。そして、この驚きは、

具体的には次のやうな幾つかの驚きを含んでゐる。自然的人間は何故に生れ、何故に死ぬ

のであるか。何故に自分は黄色人として日本人として生まれて来たのであるか。何故に自

分は「この」自分であるのか。‥‥「光華明彩＜ひかりうるは＞しくして六合の内に照り

徹らせる」天照大神が、何の故に、「悪しき態止まずてうたてある」須佐之男命のために悩

まされ給うたのであるか。‥‥これらは人間にとつて謎である。この謎を全面的に提出す

るのは形而上的人間である。謎を解かうとして絶えず悶えるのは歴史的人間である。謎に

直面して身を顫はすのは自然的人間である。（九鬼周造「人間学とは何か」、49 頁） 

 

［11］自由といふ意味は色々に考へられるが、人間の実存を成立させる自由は選択の自由

でなければならない。甲か乙かといふ選択に直面してその選択肢のいづれかに決定する自

由であつて初めて実存を構成することができるのである。‥‥真の自由は個々の行為の選

択そのものに存しなくてはならない。自由なる行為は性格を造ると共に性格を毀ち得るも

のでなければならない。自由は瞬間瞬間に行為を無から創造するものでなければ本当の自

由ではない。従つて自己とは実体のやうな単なる連続ではなくて、非連続の連続といふ構

造を有つたものである。（九鬼周造「人生観」、『九鬼周造全集』第３巻、100-101 頁） 
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［12］そこには世間には自由がないが、それぞれもとめ、もがいているこころ、そのここ

ろが、この一巻きの絵巻きものの中だけでは、その自由をほしいままにし、その自由を得

て、うさぎや鹿や猿と共に嬉々としてたわむれている。こころゆくまで楽しんでいるので

あります。‥‥すべてこれ、きれいで、さっぱりとし、軽く、柔らかく、流れ動き、清く

新しく、常に濁りと汚れと、重さから脱出せんとするところの、脱出の精神と行動がみと

められるのであります。（中井正一『日本の美』、『中井正一全集』第２巻、美術出版社、229-230

頁） 

 

［13］浅い河で流れる水のもつ「いさぎよさ」「軽さ」は、決して軽薄なものではなく、み

ずからの否定、みずからよりの脱落、そこには大いなる現実への絶望から生まれる、深い

強靱きわみない願い、そこには、息をのむような深い行動と、鋭いものがかくれていたの

です。今まで自分を支えていたもの、その断崖から手を放ったものが、刻一刻の落下、落

ちていく速度、速度から生まれる、新しい自分の速度に驚くとでもいえましょうか。この

戦慄、身をふるわすものの中に、初めて、この「新しさ」「すがすがしさ」といえるものが

あらわれてくるのです。（中井正一『日本の美』、257-258 頁） 
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ハイデッガーとは誰か 
 

大橋 良介（龍谷大学） 

 

 

はじめに 
 

「誰ですか」（阿誰）という問いは、日常の生活場面で立てられる 素朴で他意のない問

いでもあり得るが、時には相手の本性を単刀直入に尋ねる危険な問いでもあり得る。 また

問いを発することによって、問う者の立場が逆に問い返されたり照らし出されたりする両

刃の剣の問いでもあり得る。「本質への問い」（Was-Frage） や 「根拠への問い」（Warum-Frage） 

とは異なった「誰への問い」（Wer-Frage）の、この独特の含蓄を、以下に考えてみたい。

それも、特に「ハイデッガーとは誰か」を問いつつ、彼の思索を横断的に見るという仕方

で、そして場合によっては、彼の思索を他の思想家と比較する場のひとつとして、考えて

みたい。 

Wer-Frage は、それを問う側の立場が問い返されるという作用も持つという意味で、少し

個人的な回想から始めることを許されたい。ハイデッガーを訪問したときの、忘れられな

い衝撃的経験である。学士論文 „Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts?“ を

提出し、学部を卒業して半年後の、1969 年の秋だった。私は当初、自分の卒論の中でハイ

デッガーの思想の幾分かは 「理解」し得たと、信じていた。しかしドイツに来てドイツの

風土と社会と人とに接し始めてひと月、そして今フライブルク郊外のハイデッガーの書斎

に通されて、私はすでに何となく、地に足が付いていない気分になっていた。同行の二人

とは別に自分も質問する順番がめぐってきたとき、私はたどたどしいドイツ語でこう尋ね

た。「ハイデッガー先生、あなたの思索は、問いに始まって、問いに終わります。先生の思

索において、〈答え〉はどこで与えられるでしょうか」。 

ハイデッガーは私の青臭い質問を、どう思っただろうか、彼は私を向いて、こう問い返

した。「答えとは、どういうものかね」。 

私はそのような逆質問を予想していなかった。ただでさえまだ会話に慣れない、ドイツ

に来たばかりの、そして世界的な思想家が目の前にいるということですっかりあがってい

た私は、しどろもどろのドイツ語で、こんな風に返答した（つもりだった）。「答えとは、

ええ、つまり、〈今〉〈ここ〉で問いが解決される場です」。するとハイデッガーはさらに問

いかけた。「〈今〉とは、どういうときかね？〈ここ〉とは、どこのことかね？」。 

彼が発した „Wo ist Hier?“ という声が、いまだに私の耳底に残っている。彼が「ここか？」

「そこか？」と天井を指さし、床を指さし、左右をぐるっと見回した姿が、まだ私の瞼に

残っている。万事休す。そのとき、思想を文字で追って理解することと、その文字言語を

産み出した思索経験そのものを自分の言葉で自己化することとのあいだの懸隔が、大きく

口を開く感じがした。そして、自分の中で得たと信じていた知的理解が、音を立てて瓦解
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する感じに襲われた。 

いま思えば、「〈ここ〉とはどこか」というハイデッガーの逆質問は、「ハイデッガーと

は誰か」という „Wer-Frage“ の、そして以下に述べるような「ダーザイン」の問題の、核

心にかかわる問いでもある。しかしそれは、後になって気づいたことである。私の最初の

五年間のドイツ留学は、ハイデッガーの思想が不意に異他的 （fremd） な遠さへと退いて、

ハイデッガーとは誰かという問いが生じたその日から、ないしその日の衝撃から、実質的

に始まった。 

回顧はこれくらいにして、問いに戻ろう。「ハイデッガーとは誰か」という問いは、い

ろいろに答えられ得る。その答えは、問いを立てる人が家族や友人であるか、弟子である

か、彼に距離をおく研究者や批判者であるか、等によっても違うだろう。また時代に応じ

ても違ってくる。たとえばハンナ・アーレントが „vita activa“ という考えと共に、実質的

に Wer-Frage を展開したとき、そこにはハイデッガーの „Sein und Zeit“ でのダーザイン分

析に対する潜在的な批判が、したがって「ハイデッガーとは誰か」という問いへの一見解

が、含まれていた1。 

弟子のガダマーは、ハイデッガー没後一〇周年忌に、当時の『ハイデッガー全集』の進

行状況と関連させて、表明的に、「ケーレ以前のハイデッガー」および「ケーレ以後のハイ

デッガー」とは誰であるか、という問いを立てた2。ガダマーは、ハイデッガーの初期フラ

イブルク講義である第六一巻『アリストテレスについての現象学的研究への入門』が一九

八五年に出たので、そこから説き起こす仕方で、ハイデッガーの思索展開史におけるハイ

デッガーの位置づけを、試みたのである。 

私自身もハイデッガー没後三〇周年忌に、メスキルヒでの記念講演でこの問いを立てた

が、それは世代と文化圏とを隔てた一日本人の問いでもあった3。本日の発表は、そのとき

一般聴衆に聞いていただいた問いを、少し専門的に跡づけて、研究者の皆さんの前で検討

していただくべく試みたものである。 

 

 

 

 

                                                        
1 Hannah Arendt, Vita activa oder vom Tätigen Leben, Stuttgart, 1960. アーレントはギリシア哲学に立ち戻る

仕方で、人間の三つの根本活動を挙げる。すなわち労働（Arbeiten）、制作（Herstellen）、行為（Handeln）
である。そして最後の行為のみが、実践と政治のなかで人間の「実存」と自由を保証すると考える。

„Sein und Zeit“ でのハイデッガーのダーザイン分析（世界‐内‐有）の考えに多くを依拠しながら、

しかしこれに抗するという仕方で展開されるアーレントの「活動する生」の考えは、本稿の問題連

関では、歴史的・社会的状況の中での人間の「誰」（Wer）への問いとして捉えることができる。た

だし、本稿に彼女の考察が占める比重は、それ以上でも以下でもない。 
2 Hans Georg Gadamer, Der eine Weg Martin Heideg gers, 1986, in: Hans-Georg Gadamer, Gesammelte Werke / 

Hans-Georg Gadamer, Bd.3, Tübingen 1987, S.420.  
3 本発表は、ハイデッガー没後 30 年記念にメスキルヒで行った発表者自身の講演「ハイデッガーと

は誰か」（Ryosuke Ohashi, Wer ist Martin Heideg ger?, in: Feldweg und Glockenturm. Festschrift anlässlich des 30. 
Todestages von Martin Heidegger, herausgegeben von der Stadt Meßkirch, 2007, S. 41-55）を、出発点としてい

る。一般講演であったため、本発表と核心部分は重なるものの、論旨の運びは違っている。 
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（一）『有と時』における「ダーザインとは誰か」の問い 
 

ガダマーは「ケーレの前」および「ケーレの後」のハイデッガーを問題にしたが、発表

者・大橋にとっての最初の手がかりは、むしろ「ケーレの内」にある。具体的に言えば、

「ケーレの内」 でケーレを書き記したハイデッガーの覚え書き『哲学の寄与論稿』（Beiträge 

zur Philosophie, 以下『寄与論稿』と略称）4 が、問題場面である。『寄与論稿』のなかで、こ

んな語が出てくる。「〈私〉が思索するところのものを、誰も理解しない」（Niemand versteht, 

was ‘ich’ hier denke.）（65, 8）［以下、ハイデッガー全集の巻数と頁数を記す］。 

一般に、思想家が周囲世界の無理解や誤解を嘆くことは稀ではないが、この語はそうい

う嘆きとは少しちがっている。なぜならハイデッガーは、ここで〈私〉を、わざわざ括弧

でくくっているからである。 彼は別の個所でも自分の試みを、「〈私の〉試み」と表現し、

やはり〈私〉を括弧に入れている（65, 8）。また妙有の真性（die Wahrheit des Seyns）への問

いが「私の問い」であると述べつつ、その「私」をイタリックで記している（65, 10）。そ

のような仕方で記される「私」は、たとえばヘーゲルの『精神現象学』に数回、やや不用

心な筆の滑りとして見られる、著者個人の表白主体としての「私」5とは、明らかに異なっ

ている。 

誰も〈私〉の思索を理解しないという語につづいて、こう記されている。「すなわち、

有の真理から、（そしてこのことは真理の本質現成から、ということであるが）、ダー・ザ

インを発源させることである」 。〈私〉の思索とは、マルティン・ハイデッガーの思索で

あると同時に、単にハイデッガー個人の思索ではなくて、ハイデッガーという「人」を通

しての、ダー・ザイン（現‐有、現‐存在）の発源だということが、見えてくる。そうで

あれば、ここに「そのダー・ザイン とは誰か」という問いが浮上しても、不思議ではない

であろう。 

「ダーザインとは誰か」という問いは、ハイデッガー自身が『有と時』の中で立ててい

る（Sein und Zeit, §64）。『有と時』の試み全体の成否が、この問いにかかっていた。なぜな

らこの作品は、「ダーザイン」の実存論的体制を「時間性」として明らかにし、この時間性

                                                        
4 Martin Heidegger, Beiträge zur Philosophie, Martin Heidegger Gesamtausgabe, Bd.65, Frankfurt a.M., 1989. 従
来は、この表題が『哲学への寄与』と訳されて一般化していた観があるが、 Beiträge はごく普通

のドイツ語の用法で、「論文集」といったニュアンスがある。これを単に「寄与」と訳すのは、誤

訳に近い不適訳である。そこで、創文社版『ハイデッガー全集』での筆者と秋富克哉氏との共訳で

は、原題に少し は含まれている「寄与」のニュアンスと、「手稿」のまま残されたという事情とを

勘案して、「寄与論稿」と訳した（『ハイデッガー全集』での、この巻の 「訳者後記」をも参照）。

その後、故・渡邊二郎氏はさすがに、ご遺著『ハイデッガーの「第二の主著」『哲学への寄与試論

集』研究覚え書き』（理想社、2008 年）で、一般通念となっていた旧弊を改めるに憚ることなく、

「寄与試論集」の訳語をつけられ、筆者とほぼ同じ見解を記された。 
5 ヘーゲルは『精神現象学』の中で、フィヒテ的ないし大文字の「自我」（Ich）を意識の形態表現と

して用いることはあるが、また意識の特定形態の発話として小文字の「私」（ich）と記すこともあ

るが、ヘーゲル個人の表白としての「私」は、基本的にはこの作品では消えている。また消えて然

るべきである。しかし数回、このヘーゲル個人の「私」があらわれる（Vgl. G.W.F.Hegel, Phänomenologie 
des Geistes, Werke, Bd.3, S.65, 66, 22）。「序言」の中であるから、個人の表白が不意に漏れ出たと見るべ

きではあるが、「絶対知」の立場をあらわす「我々」という立場の不徹底、ないし叙述の不用心と

見ることもできる 。  
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を「有」の問いの展開地平として提示することを、企てるものだったからである。『有と時』

が結果的に挫折に終わったことを知っている我々としては、結果論的に、ダーザインに向

けられたこの Wer-Frage も、どこか不適切な立てられ方をしたと、見当づけることができ

る。ただし、そのどこが不適切だったかは、『有と時』の挫折の原因と同様、究明を要する

ことである。 

「ダーザインの誰」が問題となった『有と時』第六四節を、振り返っておこう。その節

は、「ダーザイン」の在り方を「慮」（Sorge）として捉えたあと、その構造諸契機すなわち

実存性と事実性と頽落性の統一を、「時間性」へと収斂させる歩みへの、ちょうど転換点に

当たる。それではこの諸契機の統一は、どのように捉えられただろうか。少し長い一節を

引用しよう。 

 

「明らかに，次のような仕方においてである。すなわちダーザインは、その本質的な諸

可能性においてそれ自身で有るところの有（Sein）であり、その都度に私がこの有るも

の（Seiendes）である、という仕方である。〈私〉が全体構造の全体性を《取りまとめて

いる》ように見える。《私》と《自己》 とは昔から《存在論》 において、担い載せる

根拠（実体あるいは主体）として概念把握されてきた。当面の分析論もまた、日常性の

準備的な性格づけのなかで、ダーザインの誰（Wer des Daseins）に行き当たっていた。そ

こでは次のことが示された。すなわち、差し当たって大抵は、ダーザインはそれ自身で

はない、ということであり、むしろ、ひと・自身のなかで（im Man-selbt）見失われてい

る、ということである。ひと・自身とは，本来的な自己のひとつの実存論的な変容であ

る。自己性の実存論的な体制への問いは、答えられないままになっていた」（420/421） 。 

 

Wer-Frage への着眼においてこの一節を読むとき、ハイデッガーの『有と時』がその中

に投げ入れられていた上述の「有の二義性」が、ここでも顔をのぞかせていることが分か

る。すなわちダーザインは、その本質的な諸可能性においてそれ自身であるような「有」 

（Sein）とされるとともに、その都度に私がそれであるところの「有るもの」 （Seiendes）

だという二義性を、帯びている。それは、「ダーザインの誰」が二重にぼやけることでもあ

る。 

ちなみにこの二義性と、そこから来る表現上の揺れとを、思想家の「誤認」とか「矛盾」

とかとみなす見方が時としてあるが、それは慎重を要することである。もちろん、ハイデ

ッガーを無誤謬だと擁護するのではない。そうではなくて、事柄そのものが二義性を帯び
．．．．．．．．．．．．．

て現れるような現象学的経験が
．．．．．．．．．．．．．．

、往々にして重要且つ本質的
．．．．．．．．．．．．

だということである。メルロ・

ポンティの言う「上空飛行」の喩えを借りるなら、一義的な概念言語の上空から「樵の道」

（Holzwege） の思索を見下ろして、あそこの個所とここの個所との矛盾を看過し誤認して

いると断じても、森の中を歩む現象学的体験が、見えて来るわけではない。むしろそのよ

うな「上空飛行」のほうが、実は事柄を看過している場合が多い。 

『有と時』では、基本的には「有」が「有」と「有るもの」との二義性を帯びてあらわ

れるという現象学的二義性が、種々の表現の二義性ないし表現上の「矛盾」となってあら
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われると考えられる。この二義性は、「有」を最高の「有るもの」となす「オント・テオロ

ギー」、ないし「有」そのものを忘却する「形而上学」の、由来でもある。その形而上学性

を破って、その有の忘却の中から、有への問いを改めて取り出し、仕上げることが、『有と

時』の根本意図だった。しかし、まさにその意図そのものが、ふたたび形而上学的な経験

に巻き込まれるということが、『有と時』以後の立場から見たこの作品の定めとなっていた。 

しかしこの矛盾は、あたかもこれを命題論理のピンセットで取り除けば有の意味が闡明

できた、というような「誤認」とか「矛盾」とかではなくて、「有の経験」そのものをくぐ

り抜ける上での、深化と転回を要する途中的な出来事だったと、考えられる。実際、「有」

と「有るもの」との「オントローギッシュな差異」への着目そのものが、「有」を「有るも

の」と対をなす別の「有るもの」へと引き下げてしまい、「有」を問うこと自体の中で「有」

がそれとして隠れ、「有」が一種の「有るもの」へと化すのである。周知のようにハイデッ

ガー自身は、この現れと隠れを、やがて西洋形而上学そのものの経験として捉えた。その

ため、その後の彼の思索は、「形而上学の根底への戻り行き」となり、やがて「言葉」およ

び「思索」の「本質」と深くかかわる問題となっていった。そこへ到るには、まずは『有

と時』での「樵の道」に分け入ることが、不可避だったのである。 

そこで改めて上の引用にもどることとしよう。そこではダーザインの二義性とも関連す

る仕方で、ダーザインの「誰」（Wer）が「私」と「自己」の二重性を帯びている。ここで、

ともすれば「私」を自我意識とむすびついた非本来的な頽落の側へ、「自己」を自我意識以

前の本来的な実存の側へ、簡単に分類しがちであり、実際、言葉の用法として、それはそ

れであながち間違いとも言えない。ただしその図式的整理では、漏れ落ちる事態がある。

すなわち、「私」と「自己」とが深く絡み合って切り離し難いという事態である。そのこと

は、自分自身を「私」と捉えるか「自己」と捉えるかを、自分で試みれば、見当がついて

くるであろう。ふたつの言葉は、同じ「自分」のなかで重層し、絡み合って、自分の「誰」

は、たいていは暗がりにとどまり続ける。 

この暗がりの中へと、もう少し手探りで進んでみよう。求められているのはダーザイン

の「自己性」であるが、しかしその追求のなかで、「私」というものを簡単に放棄すること

は、できない。ハイデッガーも、そうはしていない。彼は、こう続けている。「自己がダー

ザインの本質的な諸規定に属するなら、そしてダーザインの〈本質〉は実存の内に存する

のだが、そうであれば、私（わたくし）性（Ichheit）と自己性とは、実存論的に把握され

なければならない」（421）。ハイデッガー は「私」と「自己」を図式的に区別はしていな

い。しかしまずは、カントの「私は考える」（Ich denke）の吟味を通して、「私」について

の洞察を進める。「私、と言うこと（Ich-sagen）の内で、ダーザインは自らを世界‐内‐有

として語り出す」（425）と。ただし、「私、と言うこと」には「日常的な」という形容詞が

付けられる。「私は」と語り出すダーザインは、配慮された世界（die besorgte Welt）から自

分を理解する「傾向」を持ち、「ひと」の在り方へと逃避し、「私」を「自己」として捉え

ない。それは、「私」が自分を、「現存するもの」（ein Vorhandenes）として捉えることであ

る。 

しかし、だからといって「私」が日常的であり、「自己」が本来的である、といった区
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分けがなされたわけではない。なぜなら、「日常的」という形容詞が付かない仕方での「私」

は、次のような仕方で残り続けるからである。すなわち、まさにダーザインの自己性と全

体性とが「死」という極限的可能性において証されるべき場で、「私」はふたたび顔を出す。

死の可能性は、ダーザインが自己自身へと投げ返される場であり、他人に替わってもらえ

ない可能性である。「死することにおいて、死というものがオントローギッシュには、それ

が〈有る〉限り、その都度の私（わたくし）性と実存によって構成されている、というこ

とが示される」（319）。 

「その都度の私（わたくし）性」 というまわりくどい訳を、„Jemeinigkeit“ という語に

宛てた。この語に含まれる所有格（mein）を主格に直せば、「私」（ich）となる。一般には

「各自性」とか「各私性」とかと訳されていて、それで構わないのであるが、いまはダー

ザインの「自己」との絡みで「私」が問題となるので、そのニュアンスを訳語においても

はっきりさせるために、敢えてこのように訳しておきたい。 

死とはどこまでも「私の」死（der meine）である。「私、と言うこと」は非本来的なダー

ザインとして、オントローギッシュには否定的に見られても、本来的な「死への有」にお

ける「私（わたくし）性」は、まさに本来的なダーザインを貫通する軸である。そもそも

ダーザインが「私の有」であるとされるから、当然といえば当然でもある。「その分析が課

題となるところの有るものは、我々がその都度それであるところのものである。この有る

ものの有は、その都度、私の
．．

有である」（56）。 

ハイデッガーが欄外にいろいろ書き込んだ『有と時』の手沢本のうち、1929 年の第二版

ないし「山小屋本」（Hüttenexemplar）への書き込みが、全集版の欄外注の中心を占めるが、

上記の「我々がその都度それであるところのもの」の「我々」は、この欄外注では「私」

と書かれている。その書き込みに従うなら、上の語の前半は意味は変わらないが、「私（わ

たくし）性」はさらに強調されて、こうなる。「その分析が課題となるところの有るものは、

私がその都度それであるところのものである」。 

この書き込みが無くとも、ダーザインは「その都度の私（わたくし）性」に刻印されて

いる。そうであれば、「ダーザインとは誰か」の問いは「私とは誰か」の問いと重なるであ

ろう。「ダーザインについて語ることは、この有るもののその都度の私
．．．．．．

（わたくし
．．．．

）性
．
とい

う性格に準じて、いつも人称
．．

代名詞〈私は、ある〉〈 君は、ある〉を、一緒に語り出さざ

るを得ない」（57）。 

かくしてダーザイン分析においても、Wer-Frage に関して二重の課題が浮上するであろ

う。ひとつは先に述べたように、Wer-Frage を Was-Frage から際立てることであり、次に、

このように際立てられた Wer-Frage を人間学や心理学や生の哲学から区別して、存在論な

いし実存論として仕上げることである。デカルトやディルタイやベルクソンやシェーラー、

等に即してなされるその論述の追跡は、ここでは省略しても良いであろう。その代わり、

「その都度の私（わたくし）性」が、一方では非本来的な頽落性の根元として、本来的な

自己性から区別されると共に、他方では、いわば対象化され得ない垂直の軸として、自己

性を貫通する、という見通しが出てくるということだけを、指摘しておこう。 

 「ダーザインとは誰か」の問いは、このように見るなら、「私（わたくし）性」が「自
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己」にとって切っても切りはなせない、という関係に含まれる暗がりを、伴っていること

が見えてくる。その場合、結果論的に言うなら、『有と時』がなおも主観性の領域にとどま

ったということはハイデッガー自身が諸処に表明することである6。だからその主観性を

「私（わたくし）性」という表現の中に見ることは、可能であり、また間違いではないだ

ろう。しかし繰り返して言うなら、それによって「私」という問題が片付いたわけではな

い。そもそも「私」が思索にとっては迷惑な存在だとするなら、「私」はどこへ行けば良い

というのだろうか。「私（わたくし）性」という軸を欠いたダーザインは、「有」り得ない。

しかしまた、「私」は「有」の問いを主観性の領域にひきとどめる繋縛でもある。だから「ダ

ーザインとは誰か」という問いは、「私とは誰か」という問いと絡み合って、依然として暗

がりであり続ける。 

 

 

（二）Wer-Frage の諸次元 
 

ここで改めて、Wer-Frage と Was-Frage との突き合わせを，別の角度から試みることにし

よう。参考のためにデカルトに眼を向けるなら、彼は『省察』のなかで、すべてを疑った

あとに最後に疑い得ないものとして、「私は有る、私は存在する」（ego sum, ego existo）

（Oeuvres de Descartes, VII, p.25）という命題が立てられねばならぬ、という結論に辿り着

いた。そしてそのあとただちに、そのように必然的に有る私とは何者か（quisnam sim ego ille）

という問いを立てた。デカルト自身の答えは「思惟するもの」（res cogitans）（ibid. 27）だ

った。その答えからも分かるように、問いの内実は、存在（esse）に対する本質（essentia）

への問いだった。そこでは、Quis-Frage（誰、の問い）が Quid-Frage（何、の問い）から区

別されるということは、基本的になかった。事実、デカルトは別の個所で、「しかしそれな

ら、私は何であるか。思惟するものである。これは何をいうのか？」（Sed quid igitur sum? – 

Res cogitans. Quid est hoc?）と記して、Quis-Frage を自明的に Quid-Frage に置き換えている。

デカルトにおいては、そして伝統的にも、Wer-Frage と Was-Frage の区別は、原理的にはな

されなかったのである。 

しかし res cogitans とは、「疑い、理解し，肯定し、否定し、欲し、欲せず、なおまた想

像し、感覚するもの」である。だからその延長上の存在規定として、現在の意味における

実存（Existenz）という在り方が、近世の自己意識とともに出てきても、不思議ではない。

今日の用法で言う「実存」という概念は、デカルトの時代には無かったから、res exsistans

という表記を当てることは出来ないが、内容においては、Wer-Frage が私の実存にかかわ

る問いであり得ることは、デカルトの延長上においても考えられることである。そこで問

                                                        
6 ひとつの個所として、たとえば「ヒューマニズム書簡」9, 327 を挙げることができる。ただしこの

個所は、『有と時』での「企投」が「主観性の働き」とされることに対する用心を述べる個所であ

る。この個所を挙げるのは、その直前の一節が本稿にとって関係があるからである。そこでは、「人

間の本質」への問いが、「誰？」という問いであれ「何？」という問いであれ、人格的なものとか

対象とかに向かって眼差しを向ける、不適切な問いになりがちだということが、明言される。

Wer-Frage は、ここで基本的に Was-Frage と共に斥けられるのである。 
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われるであろう私の単独性、個物性、個性、等は、Was-Frage からは出てこない。これを

逆に言えば、Wer-Frage は Was-Frage でもあり得るが、Was-Frage は Wer-Frage になり得な

い、ということである。 

まさにこの二義性が、『有と時』におけるハイデッガーの Wer-Frage にも付随していたの

である。たしかにハイデッガーは、Wer と Was を、さしあたりは明確に区別した。「実存

疇と範疇とは共に有の性格のふたつの根本諸可能性である。これらに呼応する有るものは、

原初的な問いかけのそれぞれ異なった仕方を、要求する。有るものは Wer（実存 Existenz）

か、Was（最も広い意味での現存性 Vorhandenheit）かである」（Sein und Zeit, 2, 60）。前者す

なわち実存疇はダーザインに属し、後者すなわち範疇は現存するもの（Vorhandenes）にか

かわる。後者は 「有」ではなくて「有るもの」にかかわるが、しかしながら前者のダーザ

インもまた、「その都度の私（わたくし）性」における、我々自身がそれであるところの「有

るもの」とされたから、その限りでは範疇性をも帯びる部分を持っている。たとえば私の

身体を物理的な肉体として測定した場合の「量」の規定は、「範疇」である。 

ここで、Wer-Frage のこのような二重性が、形而上学的な有の理解の二重性とすっぽり

重なることが、すぐに見えてくる。このことは、Wer-Frage を立てることそのものの内に、

本質的に形而上学性が含まれる、ということでもある。しかもそれは、単に形而上学を否

認すれば済む、といった概念操作の次元ではなくて、Wer-Frage そのものの深層に含まれ

る問題として、である。そのことは、後年のハイデッガー自身において生ずる。まず彼の

ヒューマニズム書簡（1946、刊行は 1947）のある個所を引いてみよう。「この問い（注・

人間の「本質」への問い）を我々は、すぐに相応しからざる仕方で立てがちである。それ

は、人間とは何 （was） であるかと問うか、あるいは人間とは誰（wer）であるかと問う

かにかかわらず、そうである。けだし「誰？」とか「何？」とかのうちで、我々はすでに

ある人格的なものとか、ある対象とかのほうに、眼を向けているからである」（9, 237）。 

ここでハイデッガーは、Wer-Frage そのものに、問われている事柄からの乖離の方向を、

直観している。しかし、そのように述べる当のハイデッガー自身が、九年後に「ニーチェ

のツァラトストラとは誰か」（1953）という論文を著している。後者においては、「ある人

格的なもの」が問題となる。ただし、ネガティブな意味においてではない。生と円環と苦

悩を弁護する者、快癒する者、ディオニソスの弁護者、そしてとりわけ「同一のものの永

劫回帰」と「超人」とを説くツァラトストラ、そのようなツァラトストラとは誰かと、ハ

イデッガーは問うのである。その場合、ツァラトストラの「誰」と、ツァラトストラの「教

説」とは、不可分の関係にある。「永劫回帰」という「有」と、「超人」とは、不可分であ

る。その不可分のところを、「ニーチェのツァラトストラとは誰か」の問いが指し示してい

るのである。 

Wer-Frage は、問われている事柄を「目前存在」（Vorhandenheit） というレベルで捉え、

その実体性あるいは本質性を問うという、形而上学的な視圏性格に、鋳刻されている。し

かしまた、逆にこの性格を問いに付すところまでラディカル化され得る面をも、持ってい

る。永劫回帰と超人というふたつの事柄を説教する教師ツァラトストラとは、誰なのか。

「この教師とは誰か。形而上学の完成の段階で、形而上学の内部で現れるこの姿は、誰な
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のか」（Vorträge und Aufsätze, 7, 121)。形而上学性に刻印されながら形而上学を問い返すとい

う、自分で自分を持ち上げるようなその問いは、「謎」（同上、7, 123） となる。その問い

に対して、「斯く斯くである」という命題形式の「答え」は出てこない。 

『有と時』では、本質的に二義的なダーザインについて Wer-Frage が出され、その問い

が「謎」となった。いま、「ツァラトストラとは誰か」の問いも、「有」と「人間本質」と

の相属への問いとして、謎となる。しかし、謎を謎として受け取るときは、すでに単なる

迷路ではなくなっている。すなわち、ここではもはや「ダーザイン」（Dasein）と記されず

に、「ダー・ザイン」（Da-sein）と記される。 

この小さなハイフン（訳語では中グロの点）が意味する大きな転換については、節を改

めて後述しよう。そしてその転換を理解する鍵だけを、先取りしておこう。すなわち、形

而上学性を問い返すまでにラディカル化された形而上学的な Wer-Frage の次元には、その

ラディカル化の条件として、「私（わたくし）性」の軸がある、ということである。ツァラ

トストラに随伴する鷲と蛇が、ツァラトストラに語る語がある。すなわち、この二匹の動

物は、「彼（ツァラトストラ）がそれで有るところのもので有るために彼が誰
．
であらねばな

らないか」（強調個所は筆者）を語る（7, 122）。この「誰」は、ツァラトストラ「自身」で

ある。それは、彼が説くところの「有」が、彼の帰属する「人間本質」と相属するところ

であり、ツァラトストラを貫く「私（わたくし）性」であると考えられる。 

 

 

（三）「ダーザイン」と「ダー・ザイン」 
 

冒頭に引いた『寄与論稿』の語を、もういちど振り返ろう。ハイデッガーが「〈私〉は」

と語る個所である。そこに上記の「私（わたくし）性」があらわれていると考えられるか

らである。彼がそこで言う「〈私〉の試み」とは、「有の真理から、（そしてこのことは真理

の本質現成から、ということであるが）、ダー・ザインを発源させることである」とされて

いる。「発源させる」（entspringen lassen）という語は、ダーザインという場が最初から空間

的な場所として現存しているのではないということを、指し示している。「私」が有の真理

の本質現成（das Wesen der Wahrheit）に立ち会う（da-stehen）ことによって、逆にそのよう

に立ち会う出来事として、〈私〉が立ち会いの場すなわちダー・ザインであることが、証せ

られるということである。そのような立ち会いの場としてのダー・ザインは、「私が有の真

理によって有らしめられる」という被投性と、「私が有の真理を有らしめる」という企投性

との二面を、不可分の組成面として持っている。だからそれは、両者のあいだの「ハイフ

ン」で結ばれる。ただしこれも、対象として表象される概念としてでなく、どこまでもマ

ルティン・ハイデッガーの「私」を通して発源する／発源せしめられる。 

「Da-sein」という語の中の小さなハイフンと、「人間におけるダー・ザイン」という言

い方とは、響き合うであろう。『ニーチェ講義』のなかの典型的な一節を引こう。「人間に

おけるダー・ザインは、有それ自体に属する本質である。しかしながらその本質の内へ、

人間は次のような仕方で属している。すなわち、人間がこの有であろうとする（dass er dieses 
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Sein zu sein hat）という仕方である。ダー・ザインは人間に構ってくる（angeht）のである」

（6.2, 323）。 

1927 年の『有と時』で用いられた「ダーザイン」と、1929 年の「形而上学とは何か」以

降に用いられ始めた「ダー・ザイン」との差異を、発展史的に丹念に用語変化に即して追

う作業は、ここでは省くほかはないが、それでも、両者の中間に位置する 1928 年の「マー

ルブルク最終講義より」は、いわば標識のひとつとして取り上げても良いであろう。マー

ルブルクにおける「最初の」講義は、デカルトとの取り組みであり、それは『有と時』の

第一九‐二一節に組み込まれた。それに対して「最終の」講義は、『有と時』公刊の一年後

である。 

この講義では、ライプニッツの「モナド」が取り上げられる。モナドはライプニッツ自

身において「私」と名づけるところのものに比較され、ないしは「魂」との類比で捉えら

れる。そこでハイデッガーはこう述べる。「それゆえ、どこからライプニッツは、有るもの

の有の規定のための導きの糸を得るのだろうか。魂、生、精神との類比で、有は解釈され

る。導きの糸は私（ego）である」（9, 87）。このことを確認した上でハイデッガーは、ライ

プニッツおよびその先駆者たちにおける「私」への遡行が、主観への遡行とダーザインへ

の遡行という二義性を帯びることに、着目する。「我々自身が有の観念の源泉である。―

しかしこの源泉は、脱自的な
．．．．

ダーザインの超越
．．

として理解されなければならない」（9, 89）。

このダーザインの超越は、モナドの「衝動」（Drang）性格と重ねられる。「あらゆるモナド

は、世界を提示するかぎりにおいて、一定の、それぞれの仕方で、世界である。それゆえ、

あらゆる衝動は宇宙と和合
．．

的 （im consensus） である」（98）。宇宙の「生ける鏡」（speculum 

vitae）としてのモナドは、ハイデッガーの解釈の中で、「ダーザイン」ないし「世界‐内‐

有」と重なる。そうであれば、鏡が宇宙を「映す」働きは、宇宙が鏡に「映る」出来事で

もある。 

「映す」と「映る」は、どちらが先とも言えない。その相属性のなかで、「私」は、ま

さに「私」であることによって「私」ならざるものに遭遇する。「モナドはある抵抗に当た

る。その抵抗とは、モナドにあらざるものであり、しかしそれにもかかわらずモナドであ

り得るものである。衝動は能動的であるが、衝動はその都度にひとつのパースペクティブ

のなかで遂行されるから、すべての有限な衝動において、常に必然的に、抵抗するもの

（Wiederständiges）があり、それは衝動そのものに対峙する」（100f.）。この「抵抗するもの」

は、ライプニッツにおいては「宇宙」であり、「他のモナド」である。そして世界‐内‐有

としてのダーザインにおいては、「世界」であり「ザイン」である。 

モナドの「映す」働きは、モナドに「映るもの」の抵抗に出会い、この「抵抗するもの」

との出会いにおいて成立する。このモナドは「私（わたくし）性」に貫通されているから、

「私」とも言われたり「魂」とも言われたりする。そのような「私（わたくし）性」に貫

かれたものとして「ダーザイン」の働きを捉えるなら、ダーザインは、「ザイン」という「抵

抗するもの」の性起を俟って、初めて成立すると言える。「有」と「人間本質」の相属性が、

そこであらわれる。この相属性の場は、「ダーザイン」という連続語でなくて、「ダー・ザ

イン」という非連続の連続語で記されることを、要求するであろう。マールブルク最終講
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義では、まだその要求 （Anspruch） の呼び求めの声は聞こえてきていない。しかし翌年

の「形而上学とは何か」で「ダー・ザイン」と表記されたとき、その呼び求めはすでに、

かすかに響き始めていたと考えられる。 

この小さなハイフンが、「私（わたくし）性」の軸の、そしていわゆる「ケーレ」（転回）

の転回軸の、響きでもあるということが、最初に挙げた『寄与論稿』からの引用に、聞き

取られるであろう。すなわち、「〈私〉の試み」とは、「有の真理から、（そしてこのことは

真理の本質現成から、ということであるが）、ダー・ザインを発源させることである」と。

それは、「私とは誰か」と人間が問うときの問いが、新たな仕方で生じるということでもあ

る。「ダー・ザインは、気分的に調えられた、創造的な担いの実り豊かさにおいて自らを基

づけ、本質現成する。そしてそのようにして初めて、それ自身が人間の根拠となり、人間

を基づける者となる。人間は今や新たに、自分が誰であるのかという問いの前に立つ」（65, 

331）。 

初めに、「ハイデッガーとは誰か」という問いを立てた。そしてその問いは、ハイデッ

ガーが立てる「私」の問い、すなわち「ダー・ザイン」への問いと重なることを、見てき

た。その問いは、いま「人間とは誰であるのか」という問いの、新たな反復となる。それ

は、問いを問う者に跳ね返る問いとなる。しかしその上でまた、ハイデッガーの立ってい

る場所への、再度の問いに転化する。 

 

 

おわりに 
 

ここで本発表の考察は、初めの地点にもどる。すなわち初めに、「本質への問い」

（Was-Frage）や「根拠への問い」（Warum-Frage）とは異なった「誰への問い」（Wer-Frage）

の独特の含蓄を、特にハイデッガーの思索を横断的に見るという仕方で、そして場合によ

っては、彼の思索を他の思想家と比較する場のひとつとして、考えてみたいと、述べた。

「他の思想家」として、ハイデッガー自身がデカルトやカント、ディルタイやベルクソン、

シェーラー、等を引き合いに出して考えていたことは、すでに見て来たとおりである。他

にもいろいろの思想家が、浮上するであろう。ただ、私自身においてもそうであるが、お

そらくは聴いてくださっている皆さんの中もほとんどが、日本語という世界に属しながら

西洋の言葉と思考を理解する、という場所に居る。だから「他の思想家」として、西洋な

らざる東アジア世界の「思想家」ないし「思想」が浮上しても、不思議ではないであろう。 

この課題はそれ自体がひとつの枠を要求し、本発表の枠を越える。だから、ここでは今

後の参考のひとつとして、Wer-Frage に関するひとつの、あまり論じられることのない問

題点を提示するだけに、止めたい。それは Wer-Frage そのものの形式である。すなわち、

この問いと「阿誰」の問いとは、言葉に由来する或る決定的な違いを、含んでいる。前者

は、„Wer ist A?“ という文形式を持ち、その答えもまた „A ist ...“ という文形式を必要とす

る。そこには繋辞 „ist“ が具わっている。省略することも可能ではあるが、それはあくま

で省略形であって、正式にはこの繋辞が付随する。ハイデッガーの「有の問い」にとって、



ハイデッガーとは誰か（大橋良介） 
ⓒ Heidegger-Forum vol.3 2009  

 

 105 

この「である」「あり」「有り」が、手がかりであるとともに躓きの石でもあったことは、

ハイデッガー研究者なら誰もが知るところである。けだし繋辞の „ist“ は、「有るもの」に

ついて陳述する文形式であり、それを「有」に適用することは、不可避的に「有」を一種

の「有るもの」にしてしまうからである。これはソクラテスの問いの形式 τί ἐστίν; とい

う問い形式にまで遡るところの、西洋言語による思考の根本形式でもある。この言葉その

ものに潜む形而上学性のゆえに、ハイデッガーはやがて「言葉」への思索に、ラディカル

な仕方で向かわざるを得なかった。それに対して「阿誰」の問いは、この繋辞の「である」

を必要としない。「阿誰」の問いは、Wer ist A? という問いと大きく異なった方向を、含ん

でいる。 

ひとつの極限的な例を、『景徳伝燈録』という書から引用しよう。達磨大師が中国に渡

り、梁の武帝と面談する折りの問答である。武帝は即位してから寺を造り、写経をし、僧

侶を厚遇していた為政者であり、仏法を大事にしてきた。そこで武帝は仏法をめぐって達

磨と若干の問答を交わすが、達磨の答えを理解できない。問答はすれ違いに終始する。業

を煮やした武帝は、最後にこう尋ねる。「対朕者誰」（私に対している者は誰なのか）。 

武帝の問いは、ふつうの「主語と繋辞」という形式での問いでもあり得るが、またスト

レートに相手の「有」を問う問いでもあり得る。ただし、その問いが実は武帝自身をも問

いに晒すということには、武帝は気づいていない。これに対する達磨の答えはこうである。

「不識」（識らず）。この「不識」は、達磨の「誰」が、もともと „Wer ist A?“ の文形式で

主語的に説明できない事柄であること、そのゆえに Wer-Frage そのものを斥ける語でもあ

ることを、直指している。 

しかし、そのような思索そのものの否定を含むところから、改めて「誰」という問いが

発せられ得る。それは、まさに達磨以降に禅門のなかで繰り返され、鍛え上げられていく

問いでもある。では、もしその「阿誰」の問いがハイデッガーの「有の問い」と接すると

き、どういう事態が開かれるだろうか。 

もう紙数を越えているので、この問題について述べることは、もうできない。ただ、問

題の所在を指摘するだけにとどめるほかはない。そして冒頭に述べたこと、すなわち「阿

誰」の問いそのものが、もともと問う者の立場を問い返し、自己と他者の世界を共に問い

に付す性質を持つということを、もういちど述べておきたい。 

 

Ryosuke OHASHI 
Wer ist Martin Heidegger? 

 

 

 

 


