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哲学にとっての母語の問題 
―ハイデガーのヘルダリン解釈をめぐる政治哲学的考察― 

 

 

仲正 昌樹（金沢大学） 
 

ハイデガーのヘルダリン解釈は、中期以降のハイデガー哲学を理解するための重要なカ

ギであると同時に、［哲学‐詩（芸術）‐政治］の三者関係について一般的に考察するうえ

での重要なヒントを提供してくれる。それだけに、ハイデガー哲学の“（非）政治性”をめ

ぐる政治的な対決の焦点にもなりやすい。この報告では、ハイデガーが存在論的に特権的

な地位を与えていると思われるヘルダリンの詩作品が、ハイデガーにとっての母語である

ドイツ語によって表現されていることに焦点を当てながら、「哲学者にとっての母語」をめ

ぐる問題について考察していく。ヘルダリン解釈に見られる、母語の世界に沈潜するかの

ような身振りを、最初から危険視するのではなく、そこにどのような理論的あるいはメタ

倫理的な問題が含まれているのか、アドルノ、デリダ、ラクー＝ラバルト、クラークなど

の議論を視野に入れながら、可能な限りニュートラルに―つまり、ハイデガーの現実的

なナチス関与とはできるだけ切り離す形で―分析し、問題提起することを試みたい。 

 

 

① ハイデガーにとっての［言語‐母語‐詩的言語］ 
 

ハイデガー哲学における「言語」の位置付け、彼の「言語」に対するアプローチの仕方

は時期ごとにかなり変化している。ただ、概括すれば、言語を、（客観的かつ、個々独立に

存在する）諸事物を一義的に表示・表象する記号の体系と見る分析哲学的な言語観、ある

いは、言語を意志疎通の手段と見るコミュニケーション論的言語観とは明らかに一線を画

しており、『存在と時間』以降、「言語」を存在論と結び付けて把握しようとし続けたと言

うことはできるだろう。『存在と時間』自体では、主に「語り Rede」の問題が論じられ、「言

語 Sprache」それ自体については明示的な議論は展開されていないが、三〇年代に入った頃

から、諸事物を「取り集め legein」て、顕わにする「ロゴス logos」の働きに引きつける形

で、「言語」と「存在」の関係が論じられるようになる1。 

最初のヘルダリン講義（一九三四／三五年冬学期）が行われた次の学期（一九三五年夏

学期）に講義の形で公表され、戦後刊行されることになる『形而上学入門』（一九五三）で

は、パルメニデスなどに依拠しながら、恒常的な「取り集め」を通して、「存在」を開示す

る「ロゴス」の働きを、「言語」の本質として捉えることが試みられている。「言語」は、

諸事物を“あるがまま”に機械的に表象しているわけではなく、それらを「取り集め」て

                                                        
1 この変遷については、荒畑清宏『世界内存在の解釈学』春風社、二〇〇九年、特に第五章、及び

第七章を参照。 
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相互に関連付け、「存在」の開けへと至る道筋を規定する。「言語」は、諸事物を名付けて、

その名の下に（その言語を使用する）“我々”の前に「現われ」させ、存在者としてのステ

ータスを付与する。そうした意味で、「言語」とは、「存在が語になること Wortwerden des 

Seins」（GA40, 180）2である。 

ハイデガーは、このように〈legein〉という面から捉え直した「言語」を、「詩（作）Dichtung」

及び「思索 Denken」と密接に絡める形で論じている。「語」によって「存在」を開示する

「言語」は、「詩」でもある。この場合の「詩」とは、当然、単に韻文形式の文学作品とい

うことではなく、ギリシア語の〈poiesis〉がそうであるように、「生み出すこと」一般を含

意している3。ハイデガーにとって、「存在」を開示する「言語」は、その表象作用におい

て固定化しているわけではなく、諸事物の新たな「現われ」を可能にするという意味で常

に創造的である。その創造性が端的に発揮されるのが、いわゆる「詩作品 das Gedicht」に

おいてである。個別の詩作活動の根源ともいうべき「原・詩作 Ur-Dichtung」によって、一

つの民族（Volk）の言語の原型が生み出され、そこからその民族の「存在」が開示されて

くる。「言語は原・詩作である。この原・詩作において、一つの民族が存在を詩作する。そ

の逆に、一つの民族は偉大な詩によって歴史に参入するが、その偉大な詩が、その民族の

言語の形成を開始する。ギリシア人は、ホメロスによって、この詩を創造し、経験した。

言語は彼らの現存在にとって、存在への出発として明らかになった。つまり、存在するも

のの開示的な形成として明らかになったのである」（GA40, 180）。 

このように［原・詩作→言語］を通して開示される、民族にとっての「存在」は、その

民族に属する人々の思考、事物の表象の仕方を規定するようになる。思考は「存在」に内

的に帰属しているのである（GA40, 127）。パルメニデスやヘラクレイトスなどの、ソクラ

テス以前の哲学者たちは、そうした「詩作」と「思考」の相関関係を理解し、自らの「詩

作」を通して「存在」を開示しながら同時に、その存在の中で、「存在」の意味について「思

索 denken」すること、つまり「詩作的思索 dichtendes Denken」（GA40, 153）に従事してい

た。彼らの書き残した断片は、そうした詩作的思索の痕跡を示している。 

プラトン・アリストテレス以降の形而上学においては、「思考」は「存在」から分離さ

れ、思考の形式的法則や言語の規則を規定するものとしての「論理学」によって規定され

るものとして「知性主義」的に捉えられるようになり（GA40, 130）、「存在」それ自体、そ

してそれを開示する「（原・）詩作」との根源的な繋がりが見失われていった。 

ハイデガーは、ヘルダリン講義を通して、「思索」と「存在」、そして「詩作」の関係を、

もう一度問い直すことを試みたと言える。ハイデガーにとってヘルダリンは、［詩作‐存在

‐思索］の根源的な繋がりについて問い直し、そうした存在論的次元で思索するよう、そ

の「詩作」を通じて呼びかける詩人である。「そもそも自らの詩作を思索的
．．．

（denkerisch）に

獲得することを要求する詩人があるとすれば、それはヘルダリンである。〔…〕彼の詩作に

                                                        
2 Martin Heidegger, Martin Heideg ger Gesamtausgabe (GA) Bd.40, Vittorio Klostermann, S.180. 以下は、同全集

からの引用に際しては、本文中の（）内で GA と略記し、巻数と頁数をアラビア数字で記すことに

する。訳に際しては、創文社より刊行されている『ハイデッガー全集』の当該の巻を適宜参照した。  
3 「技術への問い」（一九五三）では、「ポイエーシス」を〈Hervorbringen 前へもたらす＝生み出

すこと〉として捉え、「アレテイア」や「存在の開け」と密接に関連付けて論じている。Cf. GA7, 12ff.
（関口浩訳『技術への問い』平凡社、二〇〇九年、一七頁以下） 



哲学にとっての母語の問題（仲正昌樹） 
ⓒ Heidegger-Forum vol.4 2010  

 
 

38 

詩作的に向き合うことは、彼の詩作において闘い取られた存在の開示
．．．．．

（Offenbarung des Seyns）

と思索的
．．．

に対決することを通してのみ可能となるのである」（GA39, 5-6）。 

ヘルダリンに本格的に取り組むようになった時期のハイデガーは、ホメロスのような偉

大な詩人の「詩作」を契機として、「民族」の「言語」の原型が生み出され、それに伴って、

その「民族」にとっての「存在」が開示される瞬間、言い換えれば、詩的言語の存在開示

的な働きが顕わになる瞬間に焦点を当てながら、［詩作‐言語‐存在］の関係を問い直すこ

とを試みていた。ヘルダリンの詩作品を解明することは、（ドイツ民族にとっての）そうし

た瞬間を探求することを意味していた。 

しかしそうした原初的な瞬間に焦点を当てている一方で、「詩作」という次元があまり

際立たない、我々（＝世人（das Man））が普段使用している日常的な言語と「存在」の関

わりについて、この時期のハイデガーはあまり立ち入った議論をしていない。民族（Volk）

の原・言語について語りながら、その原・言語が一般の民衆（Volk）の生活にどのように

関わり、言語生活を規定しているかについては明示的には語っていない。日常的な「母語」

の問題は論じていないのである。 

ハイデガーが、人々が慣れ親しんでいる、彼らの日常感覚に密着している「母語」と「詩

作」との関係をテーマ化するようになるのは、五〇年代後半以降、主としてヘーベル論に

おいてである。自らとほぼ同郷人である―そして、ヘルダリンともほぼ同郷人で、かつ

ほぼ同時代人である―ヘーベルをアレマン方言によって、アレマン人にとっての「故郷」

を詩作した、故郷詩人として位置付ける文脈で、以下のような記述が見られる。 

「人間が何時語ろうと、またいかに語ろうと、彼が語るのは、前もって既に言語に聞き

入ることによってです。その際に、言語を聞き逃すことも、一種の聞くことです。人間は、

彼の本質が帰属する＝語り向けられている言語から、語っているのです（Der Mensch spricht 

aus jener Sprache heraus, der sein Wesen zugesprochen ist）。我々はこの言語を、母語（Mutter- 

sprache）と呼びます。／歴史的に育ってきた言語―そうした言語が母語であるというこ

と―に鑑みて、私たちはこう言っていいでしょう。本来
．．

、言語が語るのであって
．．．．．．．．．．

、人間
．．

ではない
．．．．

。人間は
．．．

、その都度言語に対応して
．．．．．．．．．．．

＝語る
．．

（ent-spricht）限りにおいて
．．．．．．

、初めて語
．．．．

るのである
．．．．．

、と」（『へーベル―家の友』（一九五七）：GA13, 148）。 

「言語は、しかしながら依然として、諸民族や諸部族が歴運的にその内に生み入れられ、

その内で育ち、居住する、その都度の言語である。同様に、故郷なるものもこの地上には

ない。故郷はその都度のこの大地であり、それ自体として運命である。言語は、その統べ

ること（Walten）、及び本質＝現成（Wesen）から言えば、その都度、ある故郷の言語、郷

土的に目覚め、両親の家という住処（Zuhause）で語る言語である。言語は母語としての言

語である」（『言語と故郷』（一九六〇）：GA13, 156）。 

このように、人々が日常的に慣れ親しみ、「故郷」を現前せしめている「方言」に焦点

を当て、その方言の本質を、その独特のメロディーに即して「詩作」するものとして「詩

人」を位置付けるのであれば、それほど突飛な議論であるとは見えない。常識的な詩学の

範囲に収まるように思われる。しかしヘルダリン講義でハイデガーは、日常性から断絶し

たところで、「存在」がヘルダリンという「詩人」によって「詩作」される原初的な場面を

設定し、それによって「民族」の生がアプリオリに規定されるかのような語り方をしてい
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る。これから見ていくように、そのことによってハイデガー哲学は、大きな政治哲学的緊

張を抱え込むことになる。 

 

 

② ハイデガーのヘルダリン解釈と民族の原詩作 
 

ハイデガーのヘルダリンに対する関わり方は極めて特異である。哲学者が自らの哲学的

な思考を例証するため、あるいは哲学的な分析の対象として、文学作品を扱うことは珍し

いことではない。ヘルダリンの同時代人で相互影響関係にあったドイツ・ロマン派の哲学

者たちは、文芸的な「批評」を哲学上の反省理論と結び付けて体系化することを試みてい

る。しかしハイデガーは、最初のヘルダリン講義『ヘルダリンの賛歌：「ゲルマーニエン」

と「ライン」』の冒頭で、自分がこれからやろうとしていることが、哲学の既成概念を文学

作品に当てはめて分析していく、哲学的な文学作品解釈ではないと断わっている。詩人の

伝記についての知識の集積や、詩の中の個々の語句の解釈から、詩人の世界観を再構成す

る試みでもないとしている。ヘルダリンの詩作を、娯楽のために利用する物のように扱う

のではなく、自ら詩作の威力圏の内に参入しなければならない、という。 

「しかし―一つの詩（ein Gedicht）を知るということは、たとえそれが最も背後の細

部に至るまでなされようと、それはまだ詩作の威力圏
．．．．．．

（Machtbereich）の中に立つ
．．．．．

ことを意味

しない。つまり、我々は単に手前にある読み物としての詩を克服しなければならない。詩

は変容し、詩作として開示されねばねらない」（GA39, 19）。詩作の威力圏に参入するとい

うことは、日常性に絡め取られている我々の「現存在」からいったん離れるということで

もある。ハイデガーは、日常性を離れて、ヘルダリンが（存在を）「詩作」した根源的瞬間

に立ち会うように呼びかける。「詩人自身が闘い
．．

を通して詩作の主かつ僕になるように、も

っぱらそのようにすることによってのみ我々も手前にある詩を超えて詩作の空間に到達す

ることができるのである。詩の中での詩作をめぐる闘いは、我々自身に対する闘いである。

我々が現存在の日常性の中にあって、詩作から放逐されている〔…〕限りでは」（GA39, 22）。

こうしたハイデガーの呼びかけは、見方によっては、超越的な体験のためのイニシエーシ

ョンの呼びかけのようにも見える。 

ハイデガーがヘルダリンの詩に対してこのような―宗教的敬虔さとも思えるような

―態度を取るのは、ギリシア人にとってのホメロスがそうであったように、ヘルダリン

がドイツ民族にとっての詩人、民族にとっての「存在」を開示した「詩人」だからである。

ヘルダリンは、神々から送られてくる「合図 Wink」を受け取り、それを「（存在の）詩作」

という形で「民族」に対して開示したのである。 

「詩作とは、これらの合図を民族の内へと更に合図することなのである。あるいはこれ

を民族の側から見れば、詩作とは、民族の現存在をこの合図の領域の中へ置き入れること、

つまり、どのような指示（Weisung）において神々が開示されたものとなるかを、何か意図

されたもの、観察し得るものとしてではなく、合図という形で示すこと、指示することで

ある」（GA39, 32）。 

このように、ヘルダリンの「詩作」を通して「合図」が民族に対して開示される回路が
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確立されたことで、ドイツ民族の歴史的な「現存在」は根拠付けられる。そして、この「原

詩作」によって民族の言語も、「存在」との繋がりで永続性を獲得する。ハイデガーはヘル

ダリンの詩『追想 Andeken』の最終行の「しかし、留まるものを樹立するのは、詩人たち

である Was bleibet, aber stiften die Dichter.」を引きながら、詩人ヘルダリンが「存在を樹立

する」、という存在論的に特権的な役割を果たしたことを示唆している。 

「詩作とは留まるものの樹立（Stiftung）であり、留まるものを表現するための基礎付け

である。詩人とは存在を基礎付ける者（Begründer des Seyns）である。〔…〕神々の合図が

詩人によって、いわば民族の言語の土台壁の中に埋め込まれること―恐らく、民族は最

初それに気付かないだろうが―によって、民族の歴史的現存在の内に存在が樹立され、

この存在の中に指示（Weisung）と指針（Angewiesenheit）が入れられ、取っておかれるので

ある」（GA39, 33）。 

しかし、詩人が詩作を通して、「民族にとっての存在を樹立する」とは、そもそもどう

いうことか？ 常識的に考えれば、その民族の歴史や文化、慣習、言語的特性等を踏まえ

て、民族のメンタリティに合った詩の原型を作るというようなことが思い浮かびそうだが、

ヘルダリン自身がそうした民族の歴史的所与性を探求しながら詩作したというような話は

知られていないし、ハイデガーはヘルダリンを歴史的文脈の中に位置付けたうえで評価す

ることを一貫して拒絶している。彼は、他のいかなる詩人とも比較することのできない、

ヘルダリンの「単独性」4を強調する。ヘルダリンは、単に民族の歴史的現存在を表象した

詩人ではなく、ドイツ語で書く他のいかなる詩人も超えることのできない「詩人の詩人」

なのである。 

「こうした詩人の詩人としてのヘルダリンは唯一的な歴史的位置と使命を持っている。

我々はこの位置と使命を、彼はドイツ人の詩人である、という言い方によって把握する。

しかしクロップシュトックとヘルダー、ゲーテとシラー、ノヴァーリスとクライスト、ア

イヒェンドルフとメーリケ、シュテファン・ゲオルゲとリルケ、彼らもまたドイツ人の詩

人ではないか、彼らもまたドイツ人に属するのではないか。だが我々は、そういうつもり

で言っているわけではない。〔…〕ヘルダリンは優れた意味におけるドイツの存在の詩人、

ドイツ人の存在の樹立者である。何故なら、彼がドイツの存在を最も遠く企投した、つま

り最も遥かな未来へと超え出ていくように先投したからだ。この未来の広がりを開くこと

ができたのは、彼がその鍵を神々の退避と肉薄という最も深い困窮の経験から取って来た

からだ」（GA39, 220）。 

ハイデガーにとってヘルダリンは、「ドイツの存在 das deutsche Seyn」を最も遠くまで「企

投」した詩人であり、それゆえに、ドイツ語で書く他の詩人たちはヘルダリンの「詩作」

の外部に出ることはできない。ヘルダリンはドイツの詩人たちの詩的表象の限界を予め確

定した、「詩人の詩人」なのである。だから、どの詩人もドイツ語で詩作する限り、ヘルダ

リンを超えることはできないのである。 

このようにハイデガーはヘルダリンの「詩作」を、「ドイツの存在」の原点に位置付け

                                                        
4 ティモシー・クラークは、ハイデガーがヘルダリンの詩を、歴史的文脈を超えるものとして「単

独化 singularize」していると指摘している。Vgl. Timothy Clark, The Poetics of  Singularity, Edinburgh 
University Press, 2005, S.32-60. 
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ているわけであるが、どうしてそう言えるのかについて実証的な説明は与えていない。現

実的に考えれば、ヘルダリンがその後のドイツの文学者に対して直接的に与えた影響は決

して大きくない。ヘルダリンを自らのモデルにした詩人や作家はごく少数である。それな

のに、どうしてヘルダリンがドイツの詩人たちの詩作の限界線を確定したと言えるのか？ 

そもそも、ヘルダリンがその詩作を通して、「ドイツの存在」を最も遠くまで「企投」した

と言える具体的な根拠はあるのか？ そして、ヘルダリンが「合図」を受け取ったという

「神々」5とは一体誰なのか？ 

ホメロスがギリシア人にとっての存在を詩作した、という『形而上学入門』の議論であ

れば、ある程度、“現実的”に納得することができる。ホメロスの叙事詩とされる『イリ

アス』と『オデュッセイ』が、その後のギリシア語による詩作のモデルになったこと、こ

れらの作品で表象された神々と人間たちの関係が、その後のギリシア人の考え方、世界観

をある程度規定するようになったということは、一応―実証面での曖昧さは残るものの

―歴史的事実と言ってもいいだろう。 

それに対して、ヘルダリンが「詩作」した一八世紀末から一九世紀初頭にかけては、ド

イツ語自体、そしてドイツ語文学も既にかなり様式化が進んでおり、それがヘルダリンの

詩の文体によって影響を受けたであろう可能性はそれほど高いとは思われない。ヘルダリ

ンが実際に詩作した一九世紀初頭には依然として分裂状態にあり、一八七一年に至ってよ

うやく統一国家を形成するに至った「ドイツ」の“政治”的な状況を念頭においての議論

かもしれないが、そうした政治情勢にヘルダリンの詩作が影響を与えたとは、尚更考えに

くい。しかも、近代化が進むにつれて、「神々からの合図」が人々の生活にとって大きな意

味を持つとは考えにくくなりつつある。たとえヘルダリンが「神々からの合図」と言うべ

き何かを実際に受け取っていたとしても、それがヘルダリンの「詩作」を介して、ドイツ

語を話す人々に受け止められ、彼らの生、あるいは彼らの自己理解に影響を与えるのでな

ければ、「ドイツの存在」を「樹立」した、あるいは「企投」したとは言えないだろう。 

こうした、我々が知りたいと思う現実的な影響あるいはその広がっていく可能性につい

て、ハイデガーは具体的な説明をほとんど与えていない。そのため彼が、ヘルダリンを“近

代ドイツにとってのホメロス”に仕立てたうえで、ドイツを第二のギリシア（＝ヨーロッ

パ文明の第二の発祥地）として、強引に持ち上げているのではないか、という印象は否め

ない。ハイデガーが「言語／詩作／存在」の関係に探求に当たって、「ドイツの存在を詩作

した詩人」としてのヘルダリンを出発点としたがゆえに、この方面でのハイデガーの議論

は、そうした政治的次元を抱え込んでしまったのである。 

                                                        
5 ギュンター・フィガールは、ハイデガーがヘルダリン講義の文脈でしばしば使う「神々Götter」あ

るいは「神 Gott」という表現が問題含みであることを認めながらも、それらは、文字通りの意味で

取るべきではなく、「私たち」にとっての既在（Gewesenheit）と将来（Zukunft）を示す符丁（Ziffer）
である、という理解を示している。その場合の「神々の既在性」というのは、「神々」が歴史的に

特定可能な時代に実在していたということでもなく、人がそう信じているということでもなく、

「神々の既在性」が、「私たち」の自己理解に本質的な契機として含まれているという事態を指し

ている、という。つまり、「私たち」は、「（逃げ去りつつある）神々」との関係抜きに、（自己自身

のみを根拠として）「自己」を理解することはできない、ということである。Vgl. Günter Figal, Martin 
Heidegger zur Einführung, Junius, 2007, S.133ff.（伊藤徹訳『ハイデガー入門』世界思想社、二〇〇三年、

一五三頁以下） 
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ここで、やや思いきった思考実験をしてみよう。言語の「取り集め」、「明るみ」にもた

らす作用、「存在」へともたらす働きに焦点を当てるために、言語の創造性が凝縮した形で

現われてくる「詩作」という営みに注目したいだけ
．．

なのであれば、他の詩人でもよくなか

ったか？ 民族とか国家の誕生というような政治的次元を不可避的に呼び込んでしまうよ

うな“大きな詩作”ではなく、もっと、人々の日常感覚に密着した詩作品を素材にした方

が良いのではなかったろうか？ ハイデガーが後に自らの詩論の題材として取り上げた詩

人で言えば、先に引用したヘーベルや、トラークル、ゲオルゲ、メーリケなどを、「詩」へ

のアプローチの起点としていたら、どうだったろうか？ 

ハイデガーが、（ヘルダリンよりもむしろ）ヘーベルやトラークルなどを集中的に論じ

るようになったのは、第二次大戦後、一九五〇年代に入ってからのことなので、ヘルダリ

ンと集中的に取り組んでいた三〇年代半ばから終戦期にかけての時期と、関心が異なった

可能性はある。ただ、トラークル論やヘーベル論の文脈では、少なくとも、民族にとって

の存在の「樹立」とか「企投」、「存在の開示＝詩作」といった、政治的な次元を含んだ“大

きなテーマ”は語られていない。ハイデガーの語り口もかなり控え目になっている。 

ハイデガーが、トラークルやヘーベルの作品の解明を起点としたら、政治的に厄介な問

題や摩擦を回避し、なおかつ、論理的な飛躍をさほど感じさせない形で、詩作をめぐる哲

学的考察を体系的に進めていくことができたかもしれない。例えば、我々が日常的に慣れ

親しんでいるはずの“もの”が、トラークルなどの作品の中でこれまでになかったような

仕方で取り集められて、形象化され、その「存在」が輪郭付けられ、新たな内実を与えら

れていることを、作品の語りや時制などの形式的要因に即して指摘し、「詩作」における「存

在の開け」という問題を提起する、というような議論の流れで。 

普通の人間が日常的に経験する諸事物の「現われ」をめぐる現象学的問題と絡めながら、

詩作品の内部空間における「存在の開け」を論じる形で徐々に議論を進めて行けば、形而

上学的な飛躍に対する抵抗感はかなり少なくなるし、言語の「ロゴス＝取り集め」作用と、

「開け」をめぐるハイデガー自身のそれまでの議論ともうまく繋がったかもしれない。そ

ういう構成になっていたとすれば、現象学や、後にガダマーによって開拓された哲学的解

釈学、延いては、各言語における“物”の表象のされ方の基本法則をめぐる現代の認知言

語学の議論などとも通じる、穏当な哲学的詩学として評価されていたかもしれない―平

穏になりすぎて、緊張感は失われてしまうかもしれないが。 

しかし、ハイデガーはそういうソフトランディングな道を取らず、最初から、「民族に

とっての存在の樹立」の瞬間に焦点を当て、そこに「神々」と「民衆」の間を媒介する「半

神ヘルダリン」を位置付けるという、かなり飛躍した議論を展開したのである。 

 

 

③ 「存在の樹立」と「国家」 

 

最初から「政治的」次元を含んだ形で展開することになったハイデガーの詩論、ヘルダ

リン論を、（「政治的」な部分を切り捨てないで）ポジティヴに評価する議論がないわけで

はない。その代表的なものが、ラクー＝ラバルトが『政治という虚構』（一九八七）で呈示
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した、ハイデガーがヘルダリンを通してテーマ化した「存在の樹立」と、「政治（ポリス）

的なもの le politique」の「造形＝彫刻術 plastique」的な性格の美学的連関に注目する議論で

ある。ラクー＝ラバルトの議論を、私なりに分かりやすくパラフレーズすると以下のよう

になる。 

西欧世界における「政治」という営みの原型となった、ギリシアの「ポリス」という空

間は、無定形の「自然」に境界線で確定された形が与えられること（information）を通し

て形成（formation）されるものであり、その本質からして、「造形＝彫刻＝ポイエシス」的、

美的な性質を有している。ギリシアの「ポリス」的な世界に、「造形」という面で「美」と

「政治」が融合した理想状態を見出し、自己形成のモデルにしようとする思考は、一八世

紀以降のドイツの思想史・美学史の基調となっており、ヘルダリン‐ハイデガーのライン

も―ハイデガーのヘルダリン講義はそうした思想史的系列化・類型化を拒絶するが―

この系譜の中に位置付けることができよう6。 

芸術作品が、それと向かい合っている人に対して、「世界」を開示するのとパラレルに、

ポリスという空間は、そこに居住する人々、民族＝人民（Volk）に対して、彼らが歴史的

に留まって生きる（べき）場を開示する。「ポリスには、神々と神殿、祝祭と遊戯、支配者

たちと元老院、民衆の集会と軍勢、船舶と司令官、詩人たちと思索者たちが属する」（GA53, 

101）。ポリスは、人々が「神々」と関係を結び、それに基づく共同性を築く場である7。あ

るいは、個々の芸術作品によって開示される「存在」が、その民族のポイエシス（詩）的

な営みを包括する「ポリス」の建国＝根拠付け（Gründung）を通して大地に定着すること

になる、と言うこともできるだろう。「しかしこの存在は詩的に樹立され、思索的に接合さ

れて知の内に置かれ、国家創設者（Staatsgründer）の行為者性において大地と歴史的空間に

根付かされる」（GA39, 120）。「政治＝ポリス的な営み」は、人々の生きる共同体の境界線

画定を通し、諸事物の「現われ」方を―そしてまた、それらを通しての「神々の合図」

の読みとられ方を―新たに規定し、それに関わる人々の生に方向性を与える、「総合芸術

作品」的な性質を有している。 

このように「政治」と「芸術」を結び付ける見方は、ナチスによる「政治の美学化」を

連想させるので、ハイデガーをできるだけナチスから切り離そうとする論者たちからは敬

遠されがちだが、ラクー＝ラバルトのそれに代表されるようなポストモダン系のハイデガ

ー再評価論ではむしろ、「政治」と「芸術」が存在論的次元で不可分的に結び付いているこ

とを哲学的に解明し、再定式化したことが、積極的に評価される傾向にある。 

ラクー=ラバルトはまた、西欧近代を呪縛し続けた「模倣 mimesis」をめぐる問題系が、

「政治」と「芸術」の連関をめぐるヘルダリン‐ハイデガー的な問題系と交差しているこ

                                                        
6 Vgl. Philippe Lacoue-Labarthe, La fiction du politique, Christian Bourgeois Editeur, 1987, S.102-113.（浅利誠・

大谷尚文訳『政治という虚構』藤原書店、一九九二年、一二八‐一四二頁） 
7 ティモシー・クラークは、芸術作品による世界の開示と、ポリスの創設（＝民族の歴史的存在の

樹立）の間の繋がりを示す媒介的な要因として、（ポリスの中心に位置付けられる）「神殿」の役割

に注意を向けている。Vgl. Timothy Clark, Martin Heidegger, Routledge, 2002, S.52, S.62-63.（高田珠樹訳『マ

ルティン・ハイデガー』青土社、二〇〇六年、一〇六頁、一二四－一二五頁） クラークが引用し

ている『芸術作品の根源』の以下の個所も参照。Vgl. GA5, 32.（関口浩訳『芸術作品の根源』平凡

社ライブラリー、二〇〇八年、六一頁） 
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とを示唆している8。（未だ主体ではない）何ものかが自己を「主体」として確立するには、

そのモデルとして、“既に主体となっている別の何か”を参照し、その主体的な振る舞いと

“似た”ように振る舞えるようになるべく努力する必要がある。自立した「主体」であろ

うとすればするほど、既に主体性を帯びているものとして想定される他の何かを模倣しな

ければならないという逆説が生じて来るわけである。その“別の何か”が参照可能である

ためには、具体的に観察し得る形を備えていなければならない。 

西欧近代が、自らの主体性に根差ざした美の表象様式＝芸術、あるいは、各民族もしく

はネーションごとの主体性を発揮し得る国家形態を造形化しようとすればするほど、“かつ

て実在した（がゆえに参照可能な）もの”を、理想のモデルとして設定し、それを「模倣」

する形で自己造形化する、という構えを取る必要が生じてくる。美的な意味でそのモデル

に設定されたのが、“神々しい自然と一体化した理想の状態”にあったと（表象）される古

代ギリシアであった。西欧近代の詩人や芸術家たちは、美的主体性を“自然と”身に付け

ていた「ギリシア」を「模倣」すべきモデルとしながら、「自己」を造形化（ポイエシス）

しようと試みるようになった。特に、統一国家をまだ持っていなかった、近代ドイツの詩

人、芸術家・芸術史家、人文主義者たちは、ギリシアと自己の距離・関係性を強く意識す

るようになった。 

ヘルダリンもまた、そうしたギリシアとドイツの関係を強く意識しながら詩作し、ギリ

シア的なモチーフを取り入れた作品を多く残したことが知られている。ハイデガーが講義

で何度も引用している、一八〇一年一二月四日付けの友人ノイファー宛てのヘルダリンの

書簡では、ギリシア芸術の特徴である「天の炎 das Feuer vom Himmel」と、ドイツ人にとっ

てのそれに相当すべき「叙述の明晰性 die Klarheit der Darstellung」とが対比されている。自

己に「固有のもの das Eigene＝叙述の明晰性」を見出し、それを本当に習得し使いこなせ

るようになるには、祖国の中に留まり続けてはだめで、いったん故郷の“外部”に出て、

それと対照的なもの、「異質なもの das Fremde」を知り、そこを起点に再び「固有のもの」

にアプローチしなければならない。人は自らにとっての「固有のもの」にあまりにも馴染

みすぎているせいで、通常は、それを自覚し、自由に使いこなすことが困難だからである。 

ハイデガーは、「異質なもの」から「固有のもの」に迫ろうとするヘルダリンのアプロ

ーチ（＝「祖国的なものへの転回 die Wendung zum Vaterländischen」）を積極的に評価してい

る。「この見つける（Finden）という営みは、一つの固有の探求を要求し、探求はまた一つ

の固有の学びを要求する。こうした固有のものを見出し、習得＝固有化（Aneignen）し、

使用できるようになるということが、人間的なものの自己自身に対する自由の本質である。

そこに民族の歴史の歴史性が休らっているのである」（GA 52, 130）。 

こうした意味において、古代ギリシアの詩人たちの詩作の営みをモデルにしながら、自

らの祖国、ポイエシスの母体として「ドイツ」を造形化し（ようとし）た「詩人」として

ヘルダリンを捉え直そうとしたハイデガーの視座には、一定の政治哲学＝美学的根拠があ

ると言える。そういう見方をすれば、ヘルダリン＝ハイデガーの「ドイツの存在の樹立」

とは、神秘的な秘儀のようなものではなく、「異質なもの」を介して「固有のもの」を探求

                                                        
8 Vgl. Lacoue-Labarthe, La fiction du politique, S.114-133.（『政治という虚構』、一四四‐一六九頁） 
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する弁証法的な美学（＋政治哲学）の試みと見ることもできる。 

しかしながら、「存在の樹立」をめぐるヘルダリン＝ハイデガーの言説を、このように、

美的な「自己／他者」関係の「造形術」として理解するにしても、それでもやはり、言語

的な芸術である「詩作」に不可避的に伴う排他性・特権性をめぐる問題が残る。絵画や彫

刻、建築、音楽などであれば、時代、民族ごとの境界線は絶対的なものではなく、ある特

定の時代、民族に属する芸術家の創作活動を、他の時代、民族に属する芸術家が模倣でき

るのか否かをはっきりとは決め難い。純粋に形式的な模倣であれば、不可能とは言えない。 

それに対して、言語を主たる媒体とする詩作（文学）、特に韻文になると、その言語を

母語として日常的に使用している者でないと、創作することはおろか、韻律などの形式に

よって生み出される美―ハイデガーのヘルダリン論の用語で言うと、「情調 Stimmung」

―を感受できないことが多い。 

母語の習得をベースとして初めて可能となる「詩作」を起点として、「民族の存在」が

「樹立」されるということになれば、言語を根本的に異にする他民族は事実上、その「存

在」の圏域から排除されることになる。「（民族にとっての）存在」を支えている言語を全

く理解できない者にとっては、その存在の圏域、そこに「現われ」てくる諸事物は、“ない”

のと同じである。無論、相互に全く異なる体系を持つ諸言語を貫く原言語のようなものが

“ある”のだとすれば、話は異なって違ってくるが、ハイデガーはそこには触れていない。 

諸事物を切り分けて、「現われ」へともたらす表象の基本様式は言語体系ごとに異なる

ので、ある言語の体系において詩的創造性を強く含意する表現でも、他の言語体系に翻訳

した形で持ち込むと、全く無意味になったり、詩的効果をほぼ喪失して平板化してしまう

ことが少なくない。 

特にハイデガーの存在の詩学、ヘルダリン講義において大きなウェートを占める、「存

在」「精神」「祖国」「大地」…のような抽象概念をめぐる表象の系列は、言語ごとの隔たり

が大きい。ハイデガーがヘルダリンの詩作品から読みとり、再構成した「存在」をめぐる

表象系は、周知のように、ドイツ語における〈sein（動詞）／Sein（名詞）〉の独特な用法

に依拠しているので、近い言語である英語やフランス語でも、そのままの形で再現するこ

とはできない。ヘルダリン講義以外でも、ハイデガーによる詩作品の存在論的解明は、ド

イツ語特有の表現に大きく依拠していることが知られている。そのようにドイツ語中心に

解明された「詩作」を基準に、「存在」について「思索」しようとすれば、不可避的に“ド

イツ語による思索”を特権化することになる9。 

「他者／自己」の間に線を引くことを不可避的に含意する「詩作」という造形術は、同

様に「他者／自己」の間の線引きを前提とする「ポリスの創設＝政治」という造形術と、

深層において“似て”いる。単に形式的に似ているというだけではない。古代ギリシアの

「ポリス」は、異なる言葉を話す者＝野蛮人（barbaroi）を排除したうえで、言葉が通じ合

う者（＝市民）同士が相互に討論し合いながら、人間性を育む場であった。ギリシアの「ポ

                                                        
9 デリダは、ハイデガーの詩論における「精神 Geist」の問題に関連して、（ギリシア語と特殊な関

係にあるものとして想定される）ドイツ語の特権化を指摘している。Vgl. Jacques Derrida, De l’esprit, 
Éditions Galilée, 1987, S.86-91.（港道隆訳『精神について』平凡社ライブラリー、二〇〇九年、一一

四‐一一九頁） 
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リス」をモデルとして政治的に自己形成した、近代の西欧諸国は、言語を中心とする文化

共同体である「国民 Nation」を基盤とする「国家 Staat」、「国民国家 Nationalstaat」を創設

することを試みるようになった。特に一九世紀のドイツは、（ヘルダリンも強く影響を受け

た）フィヒテの講演『ドイツ国民に告ぐ』（一八〇七／〇八）に象徴されるように、母語に

基づく統一国家樹立を強く意識していた。「政治」と「詩作」は、母語に根差した排他的共

同性の構築を志向することを共通項にしていたる、と言うことさえできよう。 

しかも、ハイデガーのヘルダリン論のように、特定の「詩人」を、他の詩人たちの詩作

の場として「民族の存在」を根源的に樹立した者として名指しすると、詩的言語の排他性

の度合いは更に高まる。ヘルダリンだけが「神々の合図」を、人々が日常的に使っている

ドイツ語（母語）へと変換し、「ドイツの存在」を「樹立」することのできる特権的位置（＝

半神）にあるとすれば、彼の詩作の圏域から外れている者は、「ドイツの存在」の外部にあ

り、その「存在」の「開け」には関与していないということになる。極言すれば、ヘルダ

リン＝ハイデガーというフィルターを通して伝えられてくる「神々の合図」を認知しない

者、受け容れない者は、本来の“ドイツの民”ではない、ということにさえなろう。ギリ

シアの詩形を転用し、ドイツ独自の詩形を生み出そうとしたヘルダリンの詩的言語はかな

り特異なドイツ語である。 

排他性の強いヘルダリンの詩的言語を基準として、「ドイツの存在」が政治的＝美的に

造形化されると主張するハイデガーの議論は、「友／敵」の厳格な分離こそが政治の本質だ

とする法哲学者カール・シュミットの議論と通底しているようにも思われる。 

 

 

④ 詩的言語における同一性と他者性 

 

ハイデガーは、ヘルダリンの詩作品を、「ドイツの存在」を歴史的に樹立する媒体と見

なし、存在論的に特権化された地位を付与しようとするわけだが、そうした彼のヘルダリ

ン論が、ヘルダリンの作品に内在する解釈になっているのか少なからず疑問である。「ドイ

ツの存在」の造形化の必要性を認識していたハイデガーが、その営みを「既に成し遂げた

人物」として、「ギリシア」と近代の間の距離や、「存在」の意味について考え続けたヘル

ダリンをその営みを「既に成し遂げた人物（半神）」として描き出しに、強引にそのうした

役割を割り振ってしまった可能性がないとは言えない。 

解釈における、隠された“政治性”という側面からハイデガーのヘルダリン論を最も徹

底的に批判したのはアドルノであろう。アドルノは、自らのヘルダリン論である論文『パ

ラタクシス』（一九六三、六四）において、ハイデガーの解釈が、ハイデガー自身の「祖国」

志向を正当化するものになっていると主張している。 

この論文自体がアドルノ特有の極めてアイロニカルな文体でで書かれ、特殊文献学的知

識を必要とする比喩や専門的な外来語が至るところに鏤められており、ある意味、ハイデ

ガーのヘルダリン論以上に難解であるが、批判の主要な部分は、以下のように要約するこ

とができるだろう。ヘルダリンの詩、特に後期の詩には、自らの依拠している詩的形式の

形式性を反省的に捉え直し、その形式によってはどうしても把握し、表象し切ることがで
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きない、歴史的現実との距離感（＝非同一性）を間接的に指し示しており、そこがヘルダ

リンの詩において美学的に評価すべきところであるにも関わらず、ハイデガーはヘルダリ

ンの個々の作品の文脈や形式を事実上無視し、「祖国的なもの」を参照しているかに見える

語やフレーズだけをかき集めて来て、それがヘルダリンの詩作の本来の中心であるかのよ

うに偽装している。そのためハイデガーの解釈を通して見ると、まるでヘルダリンが、「祖

国的なもの」について哲学的な詩を作った、祖国的哲学詩人であるかのような様相を呈す

る。ハイデガーは（自らの）「哲学」によって、詩の「真理内実 Wahrheitsgehalt」を差し押

さえてしまう10、というありがちな過ちを犯している、というわけだ。 

「真理内実」とは、ベンヤミンのヘルダリン解釈論文「フリードリヒ・ヘルダリンの二

つの詩」（一九一四／一五）11に由来する概念で、作品の内的形式において表現される真理

を指している。アドルノは、詩の解釈におけるこの概念の重要性を強調することで、詩の

中で語られる哲学的内容（philosophischer Inhalt）をそのまま真に受けるのではなく、命題

的な形で理解することのできるそうした「内容」と、作品独自の「内的形式」が生み出す

美的効果との間のズレ、緊張関係に注目すべきことを示唆したわけである。そうした緊張

関係の中に「真理内実」が現われくるからである。「真理内実」という視点から見た場合、

ハイデガーの解釈は、“いかにも哲学的”に見える一部の詩句を抽出して、自らに都合の

よい哲学的な解釈図式に当てはめただけのものであり、作品によって作り出された空間＝

詩化されたもの（das Gedichtete）に内在した解釈になっていない、というのである。 

ハイデガーによる解釈の哲学的恣意性を端的に表している例として、アドルノは、本稿

で先に引用した、『追想』の末尾の「しかし、留まるものを樹立するのは、詩人たちである」

という文の解釈をめぐる問題を挙げている。ハイデガーは「留まるもの was bleibet」をあ

たかも「存在」そのものであるかのように扱っているが、論理的・文法的に考えて、それ

は「存在」それ自体ではありえず、具体的な存在者とその記憶を指しているはずである。

ハイデガーの言う「存在」それ自体は、時間の中に留まらず、時間的なものを超越してい

るはずだが、「留まるもの」はまさに時間（時制）の内に留まっている。つまり、個々の具

体的な存在者を言語によって対象化し、記憶に留まるようにする、というある意味当たり

前の詩人たちの行為を、“存在”を実体化するかのような神秘的な秘儀へとすり変えてしま

った、というのである12。 

アドルノに言わせれば、ハイデガーがそのような存在の実体化の図式をヘルダリンの詩

の解釈に持ち込むことができるのは、彼が自らの言明に反して、絶対精神の下に全ての「存

在者」を包摂し、主体と客体の終末における宥和が可能であると強弁する、ドイツ観念論

的図式、つまり、体系化された後期ヘーゲルの弁証法の図式に依拠しているからに他なら

ない。ヘルダリンの詩の言語は、ハイデガーの意図とは逆に、そうした同一化の論理の破

綻と、諸事物の歴史的な変動性（＋そこに現われてくる非同一的なもの）を指し示してい

                                                        
10 Vgl. Theodor W. Adorno, Theodor W. Adorno Gesammelte Schriften Bd. 11 = Noten zur Literatur, Suhrkamp, 

S.452.（高木昌史訳「パラタクシス」：三光長治他訳『文学ノート２』みすず書房、二〇〇九年、一

六七頁） 
11 Vgl. Walter Benjamin, Zwei Gedichte von Friedrich Hölderlin, in: Walter Benjamin Gesammelte Schriften Bd.II-1, 

Suhrkamp, S.105. 
12 Vgl. Adorno, Noten zur Literatur, S.459.（『文学ノート２』、一七五頁） 
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るのである。「ハイデガーの文章の背後には、詩作と哲学の真理内実を、歴史性に関するあ

らゆる熱弁にもかかわらず、脱時間化し、真理内実そのものの歴史的核を考慮せずに、歴

史的なものを不変性の中へ移し入れようとする意志が隠れている。神話との複雑な絡みか

ら、ハイデガーはヘルダリンを無理に神話の証人に仕立て上げ、その方法によって結果を

先取りしているのである」13。 

ヘルダリンの詩作品には確かに神話的な位相が含まれているが、“神話的なもの”を、

不変の「存在」を象徴するものとして実体的に描き出しているわけではない。むしろ、「絶

対的なもの das Absolute」（＝神々）と、それを名指すための（詩作品の中の）「名前」との

間の超えがたい差異を指し示している14。ハイデガーの言う「存在の樹立」なるものによ

って、神々との新たな関係が実体的に確立されるわけではないのである。 

ハイデガーの解釈とアドルノのそれとの対立点を、私なりにごく簡単に要約すると、以

下のようになる。前者がヘルダリンの詩的言語を、「ドイツの存在」を「樹立」し、ドイツ

民族に属する人々の生を―神々との関係において―根底的に規定＝情調化（stimmen）

する、存在論的に特殊な言語として特権化しているのに対し、後者は、ヘルダリンの言語

を、言語による表象の限界、つまり自らの限界を“自覚”し、「神々」とその名前との間の

超えがたい隔たりを映し出す自己反省＝再帰的な言語として特徴付ける。アドルノの用語

に即して言い換えると、前者が、詩的言語による同一化作用、存在への統合（Synthesis）

を強調するのに対して、後者はむしろ、詩的言語の中に浮上してくる非同一性、統合を乱

す異質なものに焦点を当てる。 

どちらの解釈により妥当性があるかを決定する絶対的な決め手はないが、ヘルダリンの

言語の形而上学的・存在論的特権性を否定し、言語であるがゆえの限界を明らかにしてい

る分だけ、アドルノの解釈の方が、神不在の時代に生きる“我々”には受け入れやすいよ

うに思われる。しかしラクー＝ラバルトが指摘するように、アドルノもある意味ハイデガ

ーと“同様”に、ヘルダリンの（偉大な）詩作が「哲学」との間に特権的な関係を持って

いることを暗黙の前提として、自らの「哲学」的解釈を正当化することに拘っている15。 

確かに、ハイデガーとアドルノの主戦場となっている哲学的解釈の舞台から一歩離れた

ところから見れば、どうしてヘルダリンの詩作品を解釈することが、存在、精神、同一性

／非同一性…などをめぐる哲学的闘争に決着を付けることになるのか、ヘルダリンの詩が

どうして哲学的な解釈を必要とするのか、何故哲学的に特別なのか…といった素朴な疑問

が生じてくる。ヘルダリンの詩作品の深い意味の層を理解するために哲学的理論を援用す

る、あるいは、自らの言語哲学あるいは詩学の有効性を証明するためにヘルダリンの詩作

品の解釈を範例として利用するというのであれば、分かりやすいが、ハイデガーだけでな

くアドルノも、ヘルダリンの言語が、「存在」（への同一化）をめぐる哲学的問題を考えて

いくうえで避けて通れない特殊な位置を占めており、ヘルダリンの詩を（真に）解明する

には「哲学」が不可欠であるという前提から出発している。二人とも、「何故ヘルダリンか？」

                                                        
13 Ebd., S.461.（同上、一七七頁：一部改訳した） 
14 Vgl. ebd., S.462f.（同上、一八〇頁以下） 
15 Vgl. Philippe Lacoue-Labarthe, Heidegger : La politique du poème, Éditions Galilée, 2002, S.93f.（西山達也訳『詩

の政治』藤原書店、二〇〇三年、一二一頁） 
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「何故、ヘルダリンと哲学は不可分なのか？」という素朴な疑問に対する明確な答えは与

えていない。 

ラクー＝ラバルトは、両者がヘルダリンを哲学的に特権化している共通の理由として、

初期のヘルダリンと親しい関係にあったヘーゲルの歴史哲学との関連を指摘している16。

アドルノは、絶対精神の自己展開（同一化）の図式によって歴史を把握しようとした中期

以降のヘーゲルに抗する形で、同一化作用に回収されない異質なもの、非同一性に拘って

いた初期ヘーゲルの思考を、詩作の実践という形で“継承”した者としてヘルダリンを位

置付けようとしているように見える。ハイデガーは、ヘーゲルとヘルダリンの関連につい

て直接的には立ち入って論じていないが、アドルノが指摘するように、（後期）ヘーゲルが

精神の自己展開として観念論・思弁哲学的に語っている内容を、「詩人（半神）による存在

の樹立」という、より神話的・祖国的な図式に密かに変容させ、自らの立脚点にしている

ふしがある。 

両者とも、普遍的理性としての「精神」に全てが同化されていく、後期ヘーゲル的な歴

史哲学の構図が、「人間」を近代合理性・主体性の枠内に閉じ込め、がんじがらめにしてし

まう袋小路に通じていることを見てとった。そして両者とも、「（自我哲学によって規定さ

れた）近代の危機」をめぐる問題意識を初期ヘーゲルやシェリングと共有するところから

出発したヘルダリンの詩的（＝非精神的？）言語を武器として、「精神」中心の歴史哲学が

行使する同一（均質）化の圧力に抵抗しようとしたわけであるが、袋小路からの出口のイ

メージが対照的なまでに異なっていたわけである。 

アドルノが、同一化作用に回収されない様々な異質なものが統合＝統覚化されることな

く並列状態（パラタクシス）で散乱している、非精神的な―実体化することのない―ユ

ートピアを描いたとすれば、ハイデガーは、詩人の言語によって「樹立」された「民族の

存在」の圏域において、人々や諸事物が固有の居場所を見出し、宥和し合うことになる、

祖国的・故郷的なユートピアを描き出した。ハイデガーが、詩的に根拠付けられた「祖国

的なもの」の中でこそ、人々と存在（自然）との和解が実現するという―ある意味、ハ

イデガー自身の言明に反して、“ロマン主義”的な―見方をしていたとすれば、アドルノ

は、むしろ「祖国的なもの」を、自然支配を進める理性が、人々を拘束すべく作り出した

幻影と見なし、その幻影を詩的言語によって破壊することを目指した。 

こうした二人の対照的な解釈は、ポストモダン的な議論の文脈でも注目され続けている

ヘルダリンという詩人の両義性を反映している、と言うことができる。彼の詩作は、「祖国

的なもの」の境界線を画定し、歴史の中で安定化させようとしているようにも見えるが、

同時に、「祖国的なもの」の幻影性を暴き出し、いかなる存在論にも絡め取られない、原初

的な非同一性を志向しているようにも見える。祖国を基盤とした同一性を志向しながら、

既にその同一性の彼岸（＝非同一性）をも指し示しているところが、ヘルダリンの作品の

魅力になっているのである。 

 

 

                                                        
16 Vgl. ebd., S.95-100.（同上、一二二‐一三〇頁） 
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⑤ まとめ：母語／詩的言語と哲学 
 

「哲学」が、何らかの現実に存在する言語を媒体とする営みであり、「言語」による制

約から完全に自由になることができないとすれば、「言語」を通して開示される「世界」の

基本構造の問題と「哲学」が取り組むのは、不可避的なことである。「言語‐世界‐思考」

の三者関係を解明しない限り、「哲学」が世界を把握し切ることはできないからである。た

だ「言語」に取り組むといっても、「言語」の内に人間の普遍的理性に対応する論理構造が

あることを前提に言語を分析しようとする分析哲学的なアプローチと、「言語」には、（「哲

学」自体を含む）いかなる理性的な思考によっても捉えることのできない、より根源的な

意味の層があり、通常の哲学的な手法によってはそこに到達できないという前提に立つ非

（反）分析的アプローチでは、「言語」の扱い方がかなり異なる。 

現代哲学における後者のアプローチの開拓者にして代表者とでも言うべきハイデガー

は、「哲学」の使う概念化・抽象化された言語では到達できない深い意味の層、「存在」そ

れ自体に通じる意味の層を探求しようとした。そうした、「哲学」の限界を超えた探究を進

めるに当たって、（「根源」としての）「神々」の不在が顕わになった時代にあって、「固有

なもの」（＝ドイツ語による祖国的表象）を獲得しようとしたヘルダリンの詩作に注目した。

「神々」の不在を謳ったヘルダリンの「詩作」が、ドイツ語における「存在」の新たな「開

け」を準備し、ドイツ語での詩作（ポイエシス）の土台を確定したように見えたからであ

る。ヘルダリンの詩作は、（ハイデガーの視点から見て）ドイツ民族の生に政治的かつ美的

に形を与える（＝造形化する）もの、民族の歴史的存在を樹立するものであった。ハイデ

ガーは、ヘルダリンの詩作と存在についての自らの思索を連動させることで、近代哲学を

超えた「思索」の道を求めた。 

しかし彼が、ヘルダリンの詩的言語を―古代ギリシアの詩人との類比で―存在論的

に特権化したうえで、それを正しく解明する自らの“思索”をも正当化するという戦略を

取ったため、彼の“思索”は、通常の意味での「哲学」の枠から外れていくことになった。

ヘルダリンの詩的言語の存在論的な深さに達していない―つまりハイデガーの設定した

土俵にのってこない―“哲学”は、非本来的なものとして簡単に退けてしまうことがで

きる。それは、批判の可能性を予め封じてしまう、独断論に陥りやすい危うい問題設定で

ある。 

しかも、ヘルダリンの詩作品に見られる、ドイツ語でのみ可能になる哲学的なニュアン

スを含んだ言い回しを―それに更にハイデガー的言葉遊びを加えたうえで―「存在」

について「思索」するための基本語彙として採用したため、ハイデガー自身の“思索”の

進め方が、彼の母語であるドイツ語の構造に多分に依拠していることを露呈することにな

った。周知のように、『存在と時間』を始め、彼の著作の多くは、ドイツ語独特の言い回し、

言葉遊びを利用して議論を構築している―例えば、〈sein〉の過去分詞形である〈gewesen〉

を利用して、〈Sein（存在）〉と〈Wesen（本質）〉を意味的に結び付けるような形の“論証”。

ハイデガーは最終的に、「存在」をめぐる（ハイデガー的な）“思索”を深めることができ

るドイツ語自体をも特権化しようとしていたふしがあるが、そこまで行ってしまうと、ド
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イツ語を母語としない者にとって、ハイデガーの言う意味での「思索」は不可能というこ

とになり、“我々”とハイデガーの間の哲学的な対話の余地はなくなる。 

ハイデガーは、ヘルダリンを介して「（ドイツの）存在」の本質に迫ろうとしたわけで

あるが、ヘルダリンの詩的言語が、「民族の存在」の最も深い層を映し出す媒体であるとど

うして言えるのか、どうして詩的言語でなければならないのか、どうして他のドイツ語の

詩人でなくてヘルダリンなければならなかったのか……といった、そもそもの疑問には最

後まで答えていない。結局のところ、ハイデガー自身の設定した「民族の存在」論を展開

するうえで、ヘルダリンの詩作の語彙が都合良かっただけではないか、という疑いは払拭

し切れない。 

更に言えば、自らの母語の特性に依拠し、母語のリズム（＝情調）に合わせて「思索」

することに、どのような（哲学的）意味があるのか、というより根本的な問題がある。ハ

イデガーは、ドイツ語による詩作の限界線を確定した（と想定される）ヘルダリンに即し

て思索することで、「民族の存在」の根源に到達することができると主張したが、その場合

の“存在”とは一体なのか？ ドイツ語を「固有のもの」として使いこなせる者、しかも

ハイデガーの解釈通りに、ヘルダリンの作品の空間に入り込むことのできる者にしか、そ

の到来を予感することさえできない“存在”とは一体なのか？ その空間にアクセスでき

ない者からしてみれば、そうした“存在”など、特定の約束事を共有する集団にしか感知

できない共同幻想にすぎないのではないか、と思えてくる。アドルノの批判が説得力を持

ってくるわけである―無論、アドルノの「批判」もかなりドイツ語に固有の言い回しに

依拠しているので、それもまた、共同幻想的な前提に依拠している可能性は払拭できない。 

ただ、こうした母語の特権化の問題は、特殊ドイツ的な文脈で議論したハイデガーやア

ドルノだけの問題ではないことに注意する必要があろう。いかなる哲学的な「思索」も、

哲学する者自身の思考の基本構造を形成した母語から、完全に自由になることはできない。

普遍的な概念に基づいて思考しているつもりでも、その“普遍性”自体が、母語の言語文

化の中で歴史的に形成されたものである。母語の中での事物の「現われ」方をめぐる問題

をスルーする形で、「存在」それ自体について「思考」しようとしても、母語を通して習得

した思考習慣（＝固有なもの）に無自覚的に引きずられることになる。自らの内なる母語

に対して、いかに反省的になろうとしても、その“反省”の仕方自体が、母語を通して習

得したものであるので、このジレンマを完全に逃れることはできない。 

「存在」をめぐる哲学的な思索からどうしても切り離すことができない「母語」の問題

を、ハイデガーはヘルダリンとの集中的な取り組みを通して顕わにした、と言えるかもし

れない。「母語」自体に、狂気、非合理性、排他性など、「哲学」が通常忌み嫌うものがや

どっているとすれば、母語をベースに思考する「哲学」は、そうした忌まわしいものの呪

縛を振り切ることはできない。“我々”は未だに、いかなる母語にも拘束されない、“真に

自由で普遍的な哲学の言語”なるものを知らない。 

 

Masaki NAKAMASA 
Muttersprache und Philosophie 

― Eine politisch-philosophische Überlegung über die Heideggerschen 
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Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung 


