
表紙デザイン 中野仁人 

                           編集協力      文屋秋栄株式会社 

 

目次 

 

 

困窮の是認と同等化の行方  ―存在の歴史における根本気分についての一考察     

陶久 明日香 .............. 1 

 

棺一基四顧茫々と ―情態性／エポケー／詩              小林 信之 ................. 15 

 

「人間のいのちの尊厳」についての予備的考察           森岡 正博 ................. 32 

 

存在の悲哀と無の慈しみ ―自覚的経験から見た根本気分  嶺 秀樹 .................... 70 

 

日本とドイツの原子力政策の存在史的解釈の試み         ティルマン・ボルシェ

訳 高橋 輝暁 .......... 86 

 

 

＊ 

 

 

無についてわれわれが語るときにわれわれが語ること 

―ハイデッガーのメタ存在論構想と『カント』書      丸山 文隆 ................ 95 

 

いかにして「自己の内なる良心」に目覚めるのか  

―ハイデガーのカント解釈の射程と問題     小手川 正二郎 ...... 111 

 

カントとハイデガー ―「良心」と「良心の制度化」をめぐるカントとハイデガー        

加藤 泰史 ............... 125 

 

カントとハイデガー ―近世哲学におけるヘノロジーの役割  福谷 茂 ................... 141 

 

 

 

 

 

 



困窮の是認と同等化の行方（陶久明日香） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.8 2014 

 

1 

 

困窮の是認と同等化の行方 

―存在の歴史における根本気分についての一考察― 

 

陶久 明日香（学習院大学）  

 

 

はじめに 

 

本大会の統一テーマ「時代の根本気分」を考える上での指標としてまず、ハイデッガー

が 1929/30 年の冬学期講義『形而上学の根本諸概念』で「今日の現存在の一つの根本気分」

（vgl. GA 29/30, 116, 200）と称した「退屈（Langeweile）」を思い起こしてみよう。この時

代の根本気分は、ひとを緩慢で味気ない空虚に放置する居心地の悪い現象である。今日の

西洋的現存在は根本から徹底的にこの気分によって規定されているが、知らずのうちにそ

こから逃避しており、この気分はほとんど気づかれないとされる。その反照として挙げら

れている事象が、日常において様々なレベルで行われる「暇つぶし」である 1。 

この「退屈」についての言及は、西洋の哲学の歴史を「存在の歴史」とみなす 30 年代

以降の構想の中核を担う『哲学への寄与』（1936-38：以下、『寄与』と略記）、またドイツ

軍が連合軍に降伏して間もなくの講演「貧しさ」（1945）でもなされる2。さらに 40 年代後

半から「存在の歴史」の構想の枠内で展開される技術論でも「退屈」は依然として論じら

れる。たとえば故郷メスキルヒで行われた講演「メスキルヒ 700 年」（1961：故郷の夕べ

への式辞）では、特に現代技術の支配に面しての故郷喪失が問題とされ、その連関で現代

                                                   
1 『形而上学の根本諸概念』において、ハイデッガーは退屈の第一形式（何らかの特定なものによ

って退屈させられる）、第二形式（何らかの特定の状況において特定の人物としての自分自身を

退屈させる）、そして「何となく退屈である」という「深い退屈」としての第三形式の考察を行

っており、この際、現存在をその根本において潜在的にはつねにすでに気分付けている深い退屈

が他の二つの形式が生成する可能性の条件であるとする（GA29/30, 235）。本来、深い退屈におい

ては「暇つぶしが欠けて」（GA29/30, 204）おり、より厳密に言うならば、暇つぶしは「単に欠け

ているのではなく、それは我々によってもはや全く認められていない
．．．．．．．．．．．．．

」（GA29/30, 205）。暇つぶ

しがそもそももはや認められていないことは確かに、深い退屈それ自身によって要求されてはい

るが、（vgl. ebd.）それでも暇つぶしはこの深い退屈が顕現化する際は、先の引用が示すように、

我々によって認められない。「深い退屈が目覚める
．．．．

のは、我々がそれに逆らわない場合のみ」

（GA29/30, 240）である。暇つぶしを認めないという深い退屈の要求に、我々が適切に耳を傾け対

応する場合にのみ、深い退屈は顕現化し得る。とはいえ人がたいてい努力するのは、この要求に

対して大声を出したり（これは第一形式の生成に通じる）、聴こうとしない投げやりな態度をと

ったりする（これは第二形式の生成に通じる）ことを通じて深い退屈を覆い隠し、眠り込ませる

ことであり、この覆い隠しとの連関で、それに対して特定の暇つぶしが行われるような第一形式、

またパーティーなどといった特定の状況全体が暇つぶしとなるような第二形式が生じる。退屈の

こうした二つの形式は、決して自立的にそれ自身で生じるのではなく、深い退屈の歪められた形

態であり、諸々の暇つぶしも現存在の根本において深い退屈が潜在的につねにすでに生起してい

るがゆえに為され得るということが示唆されている。  
2 Vgl. Martin Heidegger, Die Armut, in: Heidegger Studies, vol. 10, 1994, S. 5-11. これは 1945 年 6 月 27 日に

フライブルク大学哲学部の疎開講義で行われた講演の原稿である。西山達也訳・解題『貧しさ』、

藤原書店、2007 年、180 頁参照。  
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人の「暇つぶしへの病的な欲望」（GA 16, 580）と、ひとをこうした欲望へと向かわせるに

もかかわらず押しのけられ、隠されている「深い退屈」との関係が言及されており、こう

した問題自体、もはやメスキルヒやドイツまたヨーロッパにおいてだけでなく全地球上の

人間にとって生じる問題であるということが述べられている（vgl. GA 16, 578）。現に電車

での移動中、歩行中まで寸暇を惜しんでスマートフォンやタブレット端末、携帯電話の画

面を食い入るように見入っている人々の姿が極めて日常的なものとなった現代の日本で

も、ハイデッガーの上述の根本気分の見解はアクチュアリティをもつものと考えられる。 

しかしその一方で我々は、「原子力時代は果たして依然として本当に退屈によって規定

されているのか」という問いを挙げることもできる。日本への原爆投下を通じての第二次

世界大戦の終結後、ハイデッガー自身こうした「原子力時代」の危機を確実に意識しなが

ら技術への問いを展開していた。それにもかかわらず―西洋の歴史の「別の始元の根本

気分」として「驚怖（Erschrecken, Schrecken）」、「物怖じ（Scheu）」といった戦慄めいた気

分3、そして「控えめ（Verhaltenheit）」を重要視しつつも―現代技術の問題との連関で「退

屈」に依然として焦点を当てているのは、奇妙な感じを受ける。この「退屈」という気分

が、「存在の歴史」の構想において重要視され続ける理由は何なのか。また退屈と同様に

「存在の歴史」の構想において重要視される先の三つの「別の始元の根本気分」の事象的

意義は何なのか、またそれらは西洋とは歴史の始元を異にしつつも、技術支配の現状を共

に生きる我々にとって、退屈と同様にアクチュアリティをもつのであろうか。  

本論文はこのような問題意識を端緒としており、こうした諸気分の考察に取り組むもの

である。しかしその予備考察として、古代ギリシア人のもとで生起した西洋の哲学の歴史

の「第一の始元」を規定する根本気分であるとハイデッガーが称する「驚愕（Erstaunen）」

についての検討を欠くことはできない 4。それゆえ以下においては、まずは「驚愕」の構

造ないし規定力とその内に彼が看取している「同等化」という問題を簡潔に明らかにする

（1）。次に第一の始元と別の始元との関係を視野に入れた上で（2）、その顕現化が準備さ

れるべきいわば将来の気分としての「別の始元の根本気分」に関して言及し、ハイデッガ

ーがそれらを重要視するその事象的意義を確認する（3）。そしてこうした根本気分が絶え

ず覆い隠され顕現化することが困難であるということを、「退屈」との関係で示し（4）、「存

                                                   
3 『寄与』の“Das Seyn”においては、戦慄（Entsetzen：ギョッとさせつつ抜き置くこと）が別の

始元の根本気分との連関でしばしば語られている（vgl. GA 65, 483ff.）。  
4 ハイデッガーはギリシア人のもとでの「第一の始元」の唯一性を主張し、その根本気分である「驚

愕」に古代からこれまでの西洋の全歴史を規定するという尋常でない力を認め、ややもすると極

端な一元論かと思われる仕方でこの気分の規定力について論じている。ゆえに「驚愕」の持つ事

象的意義を考慮に入れ、それとの連関で考察しないことには、特にハイデッガー自身の論述がさ

ほど多くない「別の始元の根本気分」に関しては考察が難しい。先行研究としてはたとえば
Hans-Helmuth Gander, Grund- und Leitstimmungen in Heideggers „Beiträge zur Philosophie“, in: Heidegger 

Studies, Vol. 10, 1994, S. 15-31 があるが、単なる印象を述べる域を超えてはいないように思われる。

また「別の始元」の根本気分の具体的内実を検討するためには、『寄与』における接合肢（Fügung）

との内的連関をも詳細に検討することが求められる。この観点からの考察に関しては以下の拙論

を参照されたい。Die Grundstimmungslage des anderen Anfangs bei Heidegger, in: Affect et affectivité dans la 

philosophie moderne et la phénoménologie - Affekt und Affektivität in der neuzeitlichen Philosophie und der Phänomenologie , E. 

Escoubas, L. Tengelyi (eds.), L'Harmattan, Paris 2008, S. 293-316; 「ハイデッガーにおける別の始元の根

本気分」、『学習院大学文学部 研究年報 55』、2009 年、17-41 頁。  
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在の歴史」における詩人の役割を考慮に入れつつ、根本気分の顕現化とそこで起こり得る

かもしれない「同等化」の超克について述べる（5）。そして最後に、現代の日本にとって

これらの気分が持つアクチュアリティについて考えてみたい（おわりに）。  

 

 

１．驚愕における「純粋な是認」と「同等化」 

 

「驚愕」とは、尋常ならざるものとしての存在に面してギリシア人が襲われた気分であ

る。換言すればそれは、「隠れなさ（Unverborgenheit）」としてのアレーテイア（ἀλήθεια）

に面しての気分であり、また隠れから現れ出るという動性をもつピュシス（φύσις）とし

ての存在に面しての気分である。ハイデッガーはこの気分の内に尋常ならざるものに迫ら

れ縛られつつも（vgl. GA 45, 158, 165）、尊敬の念ゆえにそこから距離をとって（vgl. GA 45, 

164）それに対するいかなる態度も差し控え、打ちのめされて己をその下位に置く（vgl. GA 

45, 165, 173）という契機を看取している5。そしてこの三つの契機から、隠れなさが「何が

存在するのかを決定する尺度」と見なされ、人間が己をこの尺度の下位に置くことになっ

たと考える。こうした人間のあり方は「純粋な是認（reine Anerkenntnis）」（GA 45, 172）と

称され、尋常ならざることとして生じていることから自分が締め出されているという（vgl. 

GA 45, 165）打ちのめされ感、言い換えればピュシスとしての存在と己との端的な分離の

経験に基づいている。またこの是認はノエイン（νοεῖν）、つまり「認取（Vernehmen）」（GA 

45, 139）として、当初はいわば存在への盲目的な服従として生起した。こうした人間のあ

り方はピュシスへの尊敬の念から「ピュシスによる統べを隠れなさの内に保つため」（GA 

45, 179f.）に生起したものであるがゆえにピュシスとは端的に区別される。ハイデッガーは

この始元的な認取のうちに、テクネー（τέχνη）という語のもつ根源的な意義を見出して

いる。 

しかし驚愕から生成した、尋常ならざるものに対するあらゆる態度を差し控えるという、

まさにこの「純粋な是認」のためにギリシア人のもとではアレーテイアは不問にふされる。

ここで問題となるのはこのアレーテイアがこのことによって、堅持されなくなってしまう

ということである。隠れなさという現象は隠れから現れ出るという意味で、隠れあってこ

その現象であり、「隠れなさは絶えず隠れを要求し、そのような仕方でこの隠れをアレー

                                                   
5 『哲学の根本的問い』（GA 45）では「驚愕」の究明においては、この気分がこうした三つの契

機を持つということは直接的には示されていない。しかしこの気分の究明に先立ち、以下の三つ

の気分の分析が行われる：1. 不詳という観点から見られた不思議に思うこと（Sichwundern）、2. 

感心すること（Bewundern）、3. 賛嘆（Bestaunen）としての驚き（Staunen）。この分析を行うのは、

「驚愕」のもつ「内的な多様性
．．．．．．

」を明瞭にするためであるということが述べられている（vgl. GA 45, 

157）。それゆえに「驚愕」は三つの気分の特徴を皆持ち合わせたものであり、各々の気分の分析

から導き出された特徴、すなわち「縛られてあること」、「退くこと」、そして「打ちのめされ

ていること」が「驚愕」の構成契機であるという解釈を筆者はとっている。詳細は以下の拙論を

参照されたい。Das Erstaunen als Grundstimmung des ersten Anfangs der Philosophie, in: Denkspuren. 

Festschrift für Heinrich Hüni , O. Cosmus, F.-A. Kurbacher (Hrsg.), Würzburg 2008, S. 199-212; 「ハイデッガ

ーにおける第一の始元の根本気分―「驚愕」―について」、『学習院大学人文科学論集 13』、

2004 年、1-22 頁。  
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テイアの本質源泉であると確証している」（GA 79, 49）。だが「純粋な是認」でもって隠れ

なさとしてのアレーテイアが「何が存在するのかを決める尺度」になるや否や、言い換え

ればその現れの側面がことさらに是認されてしまうや否や、隠れであるレーテーは問題と

されなくなる。そのことによって存在の根本動向としての、アレーテイアの本質源泉とし

ての隠れそれ自身は「取り除かれるべきもの
．．．．．．．．．．

、（〔ア‐レーテイアという語に含まれる否定、

欠如態をあらわす〕ア〔によって〕）切り離されるべきものとしてのみ経験されている」（GA 

65, 350）6。また現れは隠れから生じるそれへの対抗運動でしかあり得ないので、この隠れ

自体から切り離されるのであれば、現れのほうももはやその動性においては捉えられず硬

化することになる。それゆえすでにプラトンにおいてイデア（ἰδέα）が、言い換えれば元

来は隠れと共に見られていたはずの現れの面だけ突出して固定したエイドス（εἶδος）と

なったものが尺度の座を占めるに到る7。 

このイデアの台頭の際、ギリシア人たちがピュシスという動きに対して抱いた打ちのめ

されの感覚は消え、己を尺度と同じ位置に置き、自身を尺度へと向けるという意味での「同

等化（Angleichung）」（GA 45, 181）という態度が生成することになる。この際、ノエイン

は、「理性」へと変転し、第一の始元より西洋的人間は「理性的動物」として標識づけら

れるにいたる。この人間の自己理解はもともと、存在と己との端的な分離の経験に由来す

るがゆえ、「純粋な是認」としてのノエインから出発した人間の態度は存在からの分離を

促進し、その歴史の経過の内で存在に対する優位を獲得するようになってくる。ハイデッ

ガーによれば己を尺度と同じ位置に置き、自身を尺度へと向ける（ sichrichten）というこ

の「同等化」という出来事こそ、アレーテイアとしての真理をホモイオーシス（ὁμοίωσις）

としての「正しさ（Richtigkeit）」へと変転させたものである。また彼は「驚愕」という気

分に哲学のみならず、現代技術の生成の基礎を見出している8。それはこの気分のために

現れと隠れとが一体になっていたアレーテイアが問われぬままになったということが必

然的に生じたからであり、「もっとも―近代そして現代の技術にいたることが可能とな

り、またそれにいたらざるをえなかったということ
．．．．．

は、始元に根拠づけられており、始元

を堅持することがどうしてもできないということによって基礎付けられている」（GA 45, 

179）と述べている。この同等化のもとでは本来は尺度として生成したピュシスはテクネ

ーの視界から測られ（vgl. GA 45, 181）、始元においてギリシア人を打ちのめしたその動性

それ自身は忘却される。そして尺度と同等化することによって人間自身も尺度付与的な

                                                   
6 「またそうしてアレーテイアがポース（φῶς：光）となるがゆえ、これから解釈するならば、〔ア

レーテイアの〕アという否定の性格も失われていく。隠されていること
．．．．．．．．

や隠れ、その由来、根拠

は問題とならない」（GA65, 332）ということも述べられている。  
7 このことについてハイデッガーは「存在するものとしての存在者（ピュシス、イデア、ウーシア

οὐσία）への直接的な突進にとって、現前化
．．．

のみが把握され、存在者のあらゆる解釈にとって尺度

的に堅持された」（GA 65, 260f.）と述べ、驚愕における「純粋な是認」の内に看取されるある種

の性急さをも問題視している。  
8 このことはたとえば、「ギリシアの思索者たちにおけるこうした驚愕が決して目覚めさせられず、

耐えられていなかったとしたら、ヨーロッパ的な科学も現代技術もないであろう」（ZS, 133）と

いうハイデッガーの主張の内に見出される。  
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「主体」となり9、この「主体」にとって計算可能なものとして妥当するもののみが、存

在するものとして考慮されるようになる10。 

さらに現代においては人間に特有な言葉を「コンピュータに同等化する」（ZS, 268）と

いう言語の情報化の要素も加わることによって人間と物との同等化までも生じ、情報とし

ての操作可能性という尺度を人間は客体としての諸事物のみならず、おのれ自身にも適用

することになる。このことの内にハイデッガーが看取しているのは、人間存在の破壊、そ

してあらゆるものが画一的になり、差異が消滅するという事態、言い換えれば人間を含ん

だあらゆるものの「荒廃化（Verwüstung）」（GA 77, 207）である。  

 

 

２．第一の始元と別の始元  

 

 このような「驚愕」によって規定され続けている始元をハイデッガーは歴史の「第一の

始元」と称し、「別の始元」と区別する。「別の始元」というのは二義的である。一方でそ

れはまだこれから準備されるべきいわば将来的なものとしてある。とはいえこの別の始元

を準備するという試みは、何か全く新奇なことを行って西洋の歴史にとっての第二の始ま

りを用意することを目論むことでは決してない。「始元」とはそもそも唯一的なもの、後

続のものを先取りするものであるとしてハイデッガーはその唯一性を強調しており、ギリ

シア人のもとでの驚愕という気分における現れと隠れの対抗運動の経験は、ヨーロッパの

将来の歴史の根拠で有り続けることには変わりないとする。それゆえ別の始元は第一の始

元と「全く他なるものであるにもかかわらず同じもの」（GA 45, 41）であるということが

述べられ、別の始元を準備することは「始元を再度形成すること」（ebd.）、「反復すること」

（vgl. GA 65, 55）であるとされる。既在の唯一的な経験を保持しつつも、それの別様の展

開を試みるという意味で、この「反復」は「革新しようと思うこと」（GA 39, 293）でもな

ければ「単なる模倣」（ebd.）でもない。それは同じもの、つまり「存在の唯一性」（GA 65, 

73）のもとでより根源的な仕方で始元する（vgl. GA 65, 504）ことであり、現れと隠れの対

抗運動の経験をより根源的な仕方で耐え抜くことが求められる。こうした始元に関する見

解に基づき、別の始元の根本気分は、第一の始元の根本気分と異なってはいるが、或る種

の共通性も備えたものとして想定されており、「驚愕」が詳細に論じられる 1937/38 年冬

学期講義『哲学の根本的問い』においては、特に「驚怖（Erschrecken, Schrecken）」が重要

視される。  

                                                   
9 デカルト以降、人間が「何が存在するのかを決定する尺度」を様々な「客体」に対して設定する

「主体」という立場になったことの根底には、ハイデッガーによれば、やはり古代における「同

等化」という出来事がある。これに関しては以下の拙論を参照されたい。「尺度と同等化  ―後

期ハイデッガーの科学論」、山本英輔、小柳美代子、斎藤元紀、相楽勉、関口浩、陶久明日香、

森一郎編『科学と技術への問い ―ハイデッガー研究会第三論集』、理想社、2012 年、163-178

頁。  
10 またそもそも「驚愕」における現れと隠れの対抗運動の経験は不気味であり（vgl. GA 45, 138）、

「始元からの離れ落ち（Abfall）」（GA 45, 181）の運動はこの「驚愕」がはらむ不気味さのほう

からその原動力を得ることになり始元には容易にはもはや戻れない。  
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しかしその他方、この「別の始元」はまだ顕現的な仕方では経験されていないとはいえ

ギリシア人のものでの第一の始元以来、潜在的にはつねにすでに生起しているものとして

考えられている。そのため別の始元は「予感されているものではあるが、すでに決定され

ているもの」（GA 65, 4）と称される。第一の始元以来、それとは別の仕方で現在的である

ような現象として、別の始元というのは、ギリシア人でのもとでの始元を始元として
．．．

、つ

まりこの準備されるべき別の始元からは区別される「第一の」始元として（vgl. GA 65, 185）

見ることがそこで可能となっている当の視点でもある。それゆえこの始元の根本気分は、

さしあたりは顕現化せずに覆われており（vgl. GA 45, 186）、そのような仕方で古代からず

っと潜在的につねにすでに「存在の本質現成」として（GA 70, 133）生起し、人間を気分

づけているとされる。  

 ではさしあたりは覆われてしまっているこの根本気分は具体的にはどのような事象と

関係しているのか。驚愕の場合、それは隠れから現れ出るというピュシスの運動であり、

現れと隠れとが一体になったアレーテイアと関係していたわけであるが、別の始元の根本

気分の根拠をなすのは「存在棄却（Seinsverlassenheit）」、つまり「存在者はまだ「存在して

いる」が、しかし存在とその真理とが存在者に、したがってまた人間にどこまでも拒絶さ

れているということ」（ GA 45, 186）、言い換えれば存在が「自制していること

（sichzurückhalten）」（GA 65, 255）であるといわれる。存在者の形骸化、荒廃化のもととな

っている存在棄却は、近代における科学の成立や技術化をもって初めて起こったのではな

い。「アレーテイアが存在者の脱去的な根本性格となり、そのようにして存在者性をイデ

アとして規定することを準備することによって、存在はすでに存在者を見棄てている」

（GA 65, 111）。つまり隠れなさとしてのアレーテイアが「何が存在するのかを決定するた

めの尺度」としてギリシア人に純粋に是認されたおりに、それが存在者の根本性格となっ

たものの、先に述べたようにアレーテイアの本質源泉としての隠れは、それから切り離さ

れ自ら脱去するにとどまっているというのである。『哲学の根本的問い』と時期を同じく

する『寄与』ではこのような連関で、存在そのものの本質現成としての「別の始元」の根

本気分として特に「控えめ」が重要視されている。これと共に先述の「驚怖」、そしてま

た控えめと同様に自制という性格を持つ「物怖じ」という気分も根本気分と称されている

が（vgl. GA 65, 14, 21f., 341）、『寄与』においては、これら二つの気分は「控えめ」のうち

に根源的に属している当のものをより明瞭にするものであると言われる（vgl. GA 65, 15）11。

つまり驚怖と物怖じは控えめと全く同一のものではないとはいえ、それの構成契機を成す

ものであり、この三者の統一が別の始元の根本気分を成すと考えられる。以下、それぞれ

の気分の特徴を提示した上で、三者の統一としての別の始元の根本気分の構造を解明し、

ハイデッガーがこれらの気分の内に看取している事象的意義を確認したい。  

  

 

                                                   
11 「控えめ、それは驚怖と物怖じの気分づけつつある中心、言い換えれば根本気分の根本動向

．．
」

（GA 65, 17）と述べられている。  
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３．別の始元の根本気分  

 

驚怖は「驚愕」と似て、何らかの尋常ならざるものとの出会いに関わるという性格を持

っており、その内では「これまで周知であったものが、馴染みないもの、縛ること

（Fesselung）として同時にあらわになる」（ebd.）。このような驚怖において開示されるも

の、それは存在棄却であるとされ（vgl. ebd.）、またこの「存在の尋常ならざることに〔…〕

現‐存在において対応しているのは死の唯一性である」（GA 65, 230）12ということが述べ

られている。すなわち人間の実存がその固有な無としての、言い換えればこの実存の端的

な脱去としての死を可能性としてその内にはらんでいるということが、存在に対して無条

件に隠れが、その脱去が属しているということのいわばアナロギーとして考えられている。

それゆえ驚怖は本来、各々の人間に属している可能性としての死に面しての気分であると

解することができる13。 

 物怖じは驚怖との連結において、拒絶としてつねに既に鳴り響いている存在に面しての

気分として現出する。この気分に特徴的なのは、異他的なものによって「捕まえられて」

（vgl. GA 52, 171）いるが、廻りの状況に対して不確かなままびくびくすることとは違って

「決して不確かなのではなく、自制している」（ebd.）ということである。このことからハ

イデッガーは物怖じという気分を「根源的に固定された自制」（ebd.）として、また「この

物怖じされるものに対する最も親密な好意（Zuneigung）」（ebd.）として標識付けている。

ゆえに物怖じという気分においては一方では、この気分が面している相関者であるところ

のもの、つまり拒絶として己を示している存在が―驚怖による縛りと連関しつつ―人

間を堅持しているのであり、それによって人間と存在との堅固な関係が生成する。また他

方、この気分は両者の間の距離をも形成すると考えられる。なぜなら物怖じは、上述のよ

うに好意であるにもかかわらず、人間をすぐさまその相関者へと突進させることはせずに

自制させる、言い換えれば「ためらう」（ebd.）ようにさせるからである。 

控えめという気分は従順さ（Fügsamkeit）、言い換えれば人間が存在に対して殊更に己を

その下位に置くという一種の服従を可能にする（vgl. GA 65, 252, 309 auch 69）とされる。

驚愕におけるかのピュシスへの盲目的な服従に対応する要素を持つものであるが、この

「控えめ」に関してハイデッガーが看取しているのは、それが「最も根源的な帰属性の根

本気分である」（GA 65, 382）ということである。驚愕においてはその相関者としてのピュ

                                                   
12 存在は潜在的にはつねに既に拒絶として、存在棄却という困窮として西洋における人間に己を

示している。この困窮はしかし、通常は困窮としては殊更に知られてはいないのであり、むしろ

困窮のなさがヨーロッパの現在の状況を支配している。とはいえハイデッガーは、それに即して

困窮に注意が向けられるようないくつかの徴標というようなものがあると主張しており（vgl. GA 

79, 56）、その一つが「死」（ebd.）という現象である。  
13 驚怖という気分の内実は、アールやガンダーが既に指摘しているように、ハイデッガーがその

基礎的存在論の時期に死と無という事象との関係において主題化していた「不安」の内実に一致

している。「不安」は存在の歴史の構想においてあらためて驚怖として捉え直されているといえ

る。Vgl. Michel Haar, Stimmung et pensée, in: Heidegger et l’idée de la phénoménologie , F. Volpi (Hrsg.), 

Dordrecht 1988, S. 273; auch Gander, a. a. O., S. 21. しかし両者ともに、驚怖と死との間の事象的関係

を直接的には論及していない。  
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シスに打ちのめされ圧倒され、そこからの締め出された感覚が強く経験されたがゆえに、

存在と人間との、いいかえればピュシスとテクネーとの分離が生じた。控えめにおいては、

その構成契機としての驚怖と物怖じが一緒に人間を気分づけており、その両者においてあ

くまでも拒絶という仕方ではあるが、自身と存在とが関係していることが経験されるため、

むしろその帰属性を知りつつも敢えて自制して己を下位に置くというということが生じ

ると言えるであろう。ハイデッガーはこの気分の三つ巴の統一の内において存在棄却をそ

れとして認める「困窮の是認
．．

」（GA 65, 107）なるものが可能になることを示唆している。 

驚愕におけるアレーテイアの「純粋な是認」という人間の態度と絡み合う仕方で古代か

ら生じていた「存在棄却」は、「我々の〔すなわち現在の西洋における〕困窮（Not）」（GA 

45, 189）であり、今や全世界規模に広がる荒廃化の根拠として、あらゆるものが本質的に

開花することをその根っこから窒息させている（vgl. GA 77, 211）。今や別の始元の準備に

おいて求められているのはこの困窮の内へと知らずのうちに巻き込まれているのではな

く、存在棄却を存在棄却として見抜き、あらためて現れと隠れとの対抗運動を耐え抜くこ

とである。そのことにより、もはや現れが脱去に対して一方的に優位を持つのではなく、

隠れそれ自身がまさにそれ自身において開けの内へとやってくると（vgl. GA 65, 350, GA 45, 

189）、言い換えれば「隠れのための明るみ」という仕方で存在が本質現成するという。こ

のことの具体的な内実として考えられるのは、かの純粋な是認において硬化してしまった

存在が再びその動性を取り戻すということであり、人間を含めた各々の存在者がそれで有

る当のものとしてその固有性を取り戻すということになるであろう。こうした存在棄却を

それとして認めるという意味での「困窮の是認」は「第一の始元」における「純粋な是認」

との関連で考えられていると思われるが、三つの気分の統一のうちにはこうした存在棄却

をそれとして認めるという意味での「是認」を可能にする契機、つまり無性に面しての束

縛（驚怖）、そこからの距離化（物怖じ）、またそれに服従するという仕方で己を下位にお

くこと（控えめ）が見出され、それゆえハイデッガーによって重要視されているといって

よい。  

 

 

４．根本気分が顕現化することの困難さ  

 

三つの気分が「別の始元」の根本気分として重要視されるその事象的意義は以上で明ら

かになった。先述のとおり、別の始元の根本気分は存在棄却の生起として己を告げている。

しかしここで問題なのは存在棄却を覆い隠す諸々のものの蔓延によって、こうした気分自

体が妨害され（vgl. GA 65, 122）覆われたままであり、我々の時代においては顕現化しない

まま、困窮は困窮としては知られないままにとどまっているということである。このこと

を顕わにするのが、冒頭で取り上げた「退屈」という根本気分である。『形而上学の根本

諸概念』においては、退屈への問いは最終的には退屈という現象一般ではなく、「我々の
．．．

〔つまり今日の西洋的な〕」（GA 29/30, 242）現存在の深い退屈という、特定の退屈への問

いへと先鋭化されている。この深い退屈に関して見られた全体における空虚は、あれやこ
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れやの困窮ではなく「全体における困窮
．．．．．．．．

」（GA 29/30, 244）として生起するところの、我々

の現存在全体の本質的な苦境（Bedrängnis）が生じないままであり、己を拒絶する

（Sichversagen：言うことをきかない）こととして明らかにされる（vgl. ebd.）。苦境が生じ

ないままであるというこうした状態とは困窮がそれとしては知られていないことを意味

している。  

ハイデッガーは退屈独特の居心地の悪い「味気ない（öde）」（GA 29/30, 130）という現

象から、退屈の構成契機である「空虚放置（Leergelassenheit）」を取り出しているが、この

味気ないという現象の内には、あらゆるものの荒廃化（Verwüstung）の「荒れ地（Öde）」

（GA 77, 212）の広がりとの内的連関を見出すことが可能である。またハイデッガーは「荒

野（Wüste）とは荒れ地（Öde）のことである。つまりあらゆる生が見棄てられていること

の、見棄てられた広がりのことである」（GA 77, 212）と述べ、味気ない荒れ地として全体

として生じている空虚を存在棄却との関係で論じている。潜在的にはつねに既に生起して

いるこうした存在棄却による味気ない空虚さを直視しないように、そして長く感じられる

居心地の悪い時間を埋めるために様々なレベルでなされる「暇つぶし」によってこの困窮

は隠され、今日の「組織化、問題形成そして試すこと」（GA 29/30, 245）の活動熱心さ、

またそれによって生じている「ある種の危険のなさにおける快適さ」（ebd.）においては、

まるで苦境がないように見える14。 

この連関で注目したいのは、存在棄却という事象の内に潜むある種の怒りをハイデッガ

ーが看取しているということである。現代における荒廃化の根底に彼は「悪そのもの」を

看取し、それをまた「怒り（Ingrimm）」（GA 77, 207f.）としてとらえており、「控えめ」と

いう根本気分のことも、「落ち着いた尺度の下位に己を置き、悪の憤怒（Grimm）を自ら

の内で耐え忍ぶ（austragen）」（GA 65, 69）ものとして標識づけている。人間、言語を含む

すべてのものが画一的で操作可能になっている状況下ではしかし、この怒りはさしあたり

己を隠しており、自称最高の理想像が展開しているかのように見え 15、「困窮は困窮として

は経験されない」（GA 79, 55, vgl. auch GA 65, 123）。この怒りの怖さというのは、確実に現

存在を脅し、蝕んでいるにもかかわらず、たいていは己を隠し、何一つ反抗していないよ

うな様子を呈しているということである（vgl. GA 77, 207f.）。絶えず脅されているためそこ

から現存在は、様々な営みへと逃げるが、そのように逃げさせている当のものというのは

見当たらない。  

ハイデッガーは原子爆弾、水素爆弾という「地球上のあらゆる生命を絶滅させるにおそ

らく十分」（GA 79, 4）なものの脅威を目の当たりにしていた。それにもかかわらず退屈と

いう気分を根本気分と主張し続け、また「困窮は困窮としては経験されない」と言ってい

るのは、彼以外のだれもこの脅威に気づいていないなどということではなく、むしろ逆の

                                                   
14 この見解は「メスキルヒ 700 年」（1961）でも堅持され、技術社会における非故郷的なもの内で

提供される暇つぶしの内へと、根本気分としての深い退屈が我々を追い立てるということが述べ

られている（vgl. GA 16, 579）。  
15 具体的にはたとえば「進歩、創造することのあらゆる領域で起こっている抑制のきかない業績の

上昇、だれにとっても均等に（gleichmäßig）労働の機会が与えられること」、「すべての労働者に

一様に（gleichförmig）与えられる福祉」（GA 77, 211）といったものが挙げられている。  
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ことを示唆するものと思われる。つまり、存在棄却の怒りの潜在的な現れとしての味気な

い荒れ地の広がりを開示している味気ない退屈特有の長い時間の呪縛を通じて、実はだれ

もがこの荒廃化の怖さに気づいてしまっている。しかしそこからつねに逃げざるを得ず、

その当の怖さ、不気味さに関してはいわば思考停止して見ないふりをしながら隠蔽してい

る。しかもそうなるように存在棄却という事象それ自身によって傾きをつけられてしまっ

ている。このような一連の根の深い事態を指していると考えられる。  

さらに、苦境が全体において己を拒絶することとしての困窮は、「内的な驚怖

（Schrecken）」（GA 29/30, 244）という気分が生じないままであることと連関している。隠

された深い退屈がその覆いを取られることができるためには、つまり空虚としての存在の

拒絶、存在棄却がその覆いを取られるためには存在棄却に面しての驚怖を顕現的に経験す

ることが必要とされる。彼は次のように述べている「我々は、我々の現存在に驚怖を吹き

込むことができる者をはじめて再び呼ばねばならない」（GA 29/30, 255）と。  

先述のとおり、ハイデッガーはどのようにしても覆い隠されてしまう存在棄却という事

象への突破口ないし媒介項を、個々の現存在がアプリオリな仕方で己の存在の内にはらん

でいる死という無性として考えているわけであるが、存在棄却という困窮をそれとして是

認するということが生起するためには、この死という無性をそれとして捉えることに一切

がかかっているといってよいであろう。この無性に面しての驚怖という気分の顕現化を、

ハイデッガーは物怖じとの関連で考えている。物怖じとは先述のとおり、死に面しての驚

怖に同行するものであるが、それは自制を伴う悠揚さ（Langmut）であり、これは一種の

勇気（Mut）として理解されている。この勇気は、死に面しての驚怖を顕現的な仕方で人

間が経験するのを助ける。「本質的な不安への明快な勇気が、存在を経験する秘密に満ち

た可能性を保証する。なぜなら深淵を驚怖することとしての本質的な不安のそばには物怖

じが居るから」（WM, 307）。つまり物怖じということでは、決意性にも似た「不安を準備

した物怖じ」（WM, 311）というものが意図されており、その内には本質的な不安としての

驚怖が顕現化するという可能性が潜んでいる 16。またこうした「物怖じの驚怖は（Schrecken 

der Scheu）人間を控えめという気分のうちへと連れ戻して立て、そうすることでもってた

しかに現‐存在
．．

のうちへと立てる」（GA 65, 8）ということが示唆されている。ここで言わ

れている、「現‐存在
．．

」とは、人間の存在の一つの可能な有り方、すなわち「自らを隠す

                                                   
16 驚怖が不安を用意した物怖じによって目覚めさせられるのであれば、このことが意味するのは、

存在棄却としての全体において苦境が生じないままでいることが、つまり先述の隠された空虚が

ことさらそのものとして現れ、かの危険のなさがはじめて危険として
．．．

経験されるということであ

る。この際、これまで覆われ押しのけられていた深い退屈に空間が与えられるのであり、それは

まさに物怖じの「自制すること」（GA 52, 171）によって可能になる。不安と同一視されている驚

怖と退屈といった二つの気分は、一見相容れないように思われるが、実際は両者には共通点があ

る。それは、いずれにおいても存在者全体がどうでもよいもの（gleichgültig）として己を示すとい

うことである。存在棄却の居心地の悪い空虚は退屈から上昇してくるが、それは驚怖の不気味さ

において人間にふりかかる。「驚怖
．．

においては、存在者のあらゆる進歩ならびに支配の背後で、

目的なしという暗い空虚が露わになる」（GA 45, 197）。こうした状態において人間は存在が自ら

を拒絶するという仕方で人間にかかわっているということを知り、この存在の拒絶は目覚めさせ

られた深い退屈の空虚として経験される。この空虚は、すべてが操作可能で等‐価値的

（gleich-gültig）になってしまっているという現在の状況に対応している。  
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ことの開けを耐え抜くこと」（GA 65, 301）であり、先の論述に従うのであればこの状態は

存在棄却をそれとして見抜いている状態であると考えられる。  

しかし存在棄却をそれとして是認する突破口としての死に面したこうした決意として

の物怖じは、如何にして我々においてまざまざと萌してくるのか。すべての人間がこのよ

うな勇気を持つことができるのであろうか。「我々の現存在に驚怖を吹き込むことができ

る者」とハイデッガーが述べていることより、それはやはり限定された者に限られるよう

に思われる。我々はこの問題を、「存在の歴史」における詩人の位置づけを考慮するとい

う方向で検討し、それとともに困窮の是認によって可能になるかもしれない「同等化」の

転換の可能性をハイデッガーに即して考えてみたい。  

 

 

５．詩人と同等化の行方  

 

詩人の位置づけを考慮する理由としては、「物怖じ」やその悠揚さを重要視するという

別の始元の根本気分についてのハイデッガーの見解が、彼のヘルダーリン解釈に基づいて

いるということが挙げられる 17。第一の始元の根本気分を「驚愕」と見なす発想が古代ギ

リシアの哲学者の見解をその解釈学的な背景としているのと同様、「物怖じ」という気分、

そしてこの気分と「控えめ」とに共通する「自制」、また「悠揚さ」をはじめとする様々

な「勇気」といった事象についての分析は、ハイデッガー独自の着想というよりは、むし

ろヘルダーリンの詩をその解釈学的背景としているといってよい 18。 

ハイデッガーが詩人たちを特権化する理由としてはさしあたり、その人間についての解

釈を考慮に入れてのことであると考えられる。先述のように、驚愕に規定された第一の始

元においては、存在と人間の「同等化」が生じて以来、人間はそれに固有のノエインに基

づき「理性的動物」と標識づけられてきた。しかしそれに先行するものとして、不死のも

のとしての神々との関係において考えられた、ホ・トゥネートス（ὁ θνητός：死すべきも

の）としてのギリシア的な標識づけが考えられ、それは人間がそれ自身で独立して大きな

諸関係から分離されるということにより得られる「理性的動物」といった規定とは端的に

区別され、それに先行するより深い人間の規定であるということが示唆されている（vgl. 

GA 77, 221f.）。またこうした人間を死すべきものとみなす規定をハイデッガーは、哲学者

にとってではなく「むしろ詩人たちに固有なもの」（GA 77, 222）であって、このことは特

にヘルダーリンの詩作に基づいて認めることができるとし、たとえば「〔ヘルダーリンの

詩作によれば〕神性は、それでもって人間が己の住むことを、つまり天の下大地に滞在す

                                                   
17 物怖じは「或る人類の歴史の進行を、そのようにしてこの人類の故郷的なものの内へともたらす

当の詩人たちの心がその内に収まっている当の重点」として述べられている（GA 52, 171）。  
18 「勇気（Mut）」という事象と気分との関係は、既に 1924 年夏学期講義におけるアリストテレス

の『ニコマコス倫理学』の解釈の内で言及されており、それ以降も特に「不安」の分析において

「勇気」ということが言及されている。こうした基礎のもと、さらにヘルダーリン解釈において

「貧しさ（Armut）」、「悠揚さ（Langmut）」をはじめとする諸々の「勇気」について論じられ

ている。  
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ることを測り出す（ausmessen）当の「尺度（das Maaß）」である」（VA, 189）などと述べて

いる。またそのうえで、人間の有限性の自覚と神との関係、そして「こうした尺度を見や

りつつ明け開くこと、尺度を尺度として測りつつ‐明け開くこと、尺度を尺度として取る

こと」（VA, 192）しての詩作について言及している。  

このように人間にその死に照らし合わせた有限性を自覚させることとしての詩作する

ことは、「神々と人間とが返答すること」（GA 52, 157）、両者が一つの「対話」（GA 52, 157）

の内にいたる当の「祝い」としての「和解」、「均衡（Ausgleich）」との関係でも語られて

いる。この和解としての均衡とは、人間が尺度と自分を同じ立場においたり、物と自分を

同じ立場においたりするような同等化とは異なり、それは「区別なしの平面において同じ

にするのではなく、各々のものに、等しいものを、つまりその都度固有な本質の等しい尺

度に従って、それに固有なものを割り振るような均衡」（GA 52, 98）である。この均衡が

起こる場が、言い換えれば神々と人間とを適切な仕方で接合させる接合が「現‐存在

（Da-sein）」の「現（Da）」としての「存在（Seyn）」であり（vgl. GA 52, 100）、物怖じは己

に死という事象を反照させる神を目の前にするこの現としての存在において、単に慄くだ

けでなく、それへの好意をも生成させる。それゆえハイデッガーは神々の遁走、神々によ

る拒絶をその言葉の内で保持する、物怖じに規定された詩人の営みを、神々への好意、愛

とみなし、彼らにおいてこそ神が尺度として取られ保持され、人間の有限性の自覚が確保

されると解しているのではないか。またその悠揚さは人間を待つようにする可能性をも有

しているがゆえ、詩作する者たちは「待つ者」と称される。この待つ者というのはこうし

た均衡が来ることの「入り口」（GA 77, 227）として存在し、そのようにして我々の現存在

に、神という尺度に即してみられた己の死に面しての驚怖をまさに驚怖として吹き込むこ

とができる者であり、それをそれとして受け入れることを促すものとして存在するのであ

ると考えられる19。 

  

 

おわりに 

 

本論文の結びとして、死すべきものとしての人間の有限性の自覚、そしてそれを通じて

の均衡化ということを、西洋由来の技術の侵食を免れ得ない現代日本に住む我々の問題と

して引きうけて考えてみたい。ハイデッガーの見解では、我々の驚怖がまざまざと呼び覚

まされ、己を下位に置くという控えめへと我々がもたらされるためには、物怖じに気分づ

けられた詩人の存在が必要となる。だが東日本大震災後の現在、そのように考えるのは一

見、かなり短絡的のように思われる。あの出来事においては、いっさいを一瞬のうちに崩

壊させ人間によるそこからの逃避を許さない自然の猛威が、人々を様々なレベルにおいて

実際に打ちのめした。またそれのみならずその猛威によって、原発というテクネーの産物

がその操作可能性から逸脱し極端なまでに一人歩きしてしまうという、今まで気づかれて

                                                   
19 真正なる詩作は、我々が驚怖と見棄てられていることの内へと予め自らを引き渡さねばもたら

されないということも示唆されている（vgl. GA 39, 222）。 
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いたのにもかかわらず無視されていた可能性が、あらためて尋常ならざる可能性として

我々に突き付けられた20 。それによって多くの人がそれまで自明のものとして享受してい

た自分の生と世界が根底から揺るがされるような経験をせざるを得ず、否応なしに死に面

する驚怖を感じてそれに縛られ、自らの有限性を認めせざるを得なかったはずである。ま

た誰もが、たとえ一時的にせよ、この抗いがたい自然の猛威によって引き起こされるかも

しれない原発事故と、それがもたらすかもしれない広範囲にわたる世界の破壊ということ

を念頭に浮かべ、詩人の登場を待たずとも尺度転換の必然性を感じたのではないか。かの

大震災の衝撃を規定しているのは、存在棄却の生起としての隠されていた憤怒の突発的な

自己顕現に対応するものと考えてもよいと思われる。  

この出来事において経験された我々を凌駕する不死なる尺度はしかし、古代ギリシアに

おける不死なる神とはもはや同じものではない。テクネーの産物と、本来テクネーの閉鎖

的連関には属していない自然の生起とが交差したこの出来事においては、我々を凌駕する

尺度においては不死なるものが二つの方向において考えられる。一方では我々を包み込む

が我々とはやはり区別され、テクネーとしての我々の営みをつねに不意打ち的に襲う可能

性のある自然の内に見出される神的な力を想定できるであろう。他方では同じく不死なる

ものとして、テクネーそれ自身の産物、つまり原発やその廃棄物などが考えられる 21。別

の始元の準備で求められていることが現れと隠れとの対抗運動を再びより根源的に耐え

抜くことであるのなら、前者の自然の猛威のほうに現れを、後者のテクネーの究極形態の

ほうに隠れを看取することは可能であろうか。またハイデッガーの「別の始元」の根本気

分の見解に従うのであれば、ここで我々にことさらに求められているのは、人間自身と同

じくテクネーとして猛威を振るう後者の下位に己を置くということであろう。控えめの顕

現化における従順さというのは、驚愕のそれとは違い、己を圧倒するその相関者からの締

め出されの感覚、分離の感覚に基づくのではなく、それとのつながりを経験しつつも敢え

てそれより己を下位に置くことだからである。  

こうした尺度の取り直しが生起した今回の出来事の衝撃は確かに大きい 22。だがそれで

                                                   
20 このことに関しては鷲田氏が次のように述べている。「危機を知らせる信号に、わたしたちはこ

れまで何度も触れていたはずです。たとえば原発についても、ずっと信号は出ていました。〔…〕

危機のシグナルはずっと出ていたにもかかわらず、人びとは―もちろんわたしもその一人でし

た―それを根本からうけとめることなく、先送りして、たぶん大丈夫だろうと思ってやりすご

してきた。その先送りの構造の怖さというのも、震災をきっかけに露呈したと思います」（鷲田

清一『語りきれないこと ―危機と痛みの哲学』、角川学芸出版、2012 年、60 頁）、「見えない

ことが多すぎるだけでなく、見えているのにだれもみていないことがあることを、それこそ有無

を言わせず見せつけたのが、今回の事故だったのです」（鷲田、前掲書、111 頁）。  
21 神々だけではなく、今や人間がこの手で作った原発廃棄物までもが「不死なるもの」になってし

まっているという見解に関しては、森氏の指摘に裨益を受けた。森一郎『死を超えるもの  ―

3・11 以後の哲学の可能性』、東京大学出版会、2013 年、11 頁参照。  
22 たとえばドイツでは、すでにシュレーダー第一次政権期の 2001 年に原子力エネルギーの廃止に

関する法律が制定され、2021 年までに脱原発を行う予定とされていた。だがメルケル第二次政権

では再び原発ルネサンスの波にのり、また財政の赤字を減らすために原発推進の方向へと進み、

2010 年には原発の全廃までの期間が延長され、2040 年までの原発稼働を行うことになっていた（川

名英之『なぜドイツは脱原発を選んだのか ―巨大事故・市民運動・国家』、合同出版、2013 年、

156-157 頁、182-183 頁、275-276 頁参照）。それが東日本大震災を受けて、周知のとおり、ふたた

び 2022 年までに脱原発することになる。その際、「安全なエネルギー供給のための倫理委員会」
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もなお、我々はその下でずっと立ち続けることができない。すでに深い退屈から逃げる仕

方での覆い隠しは生じてしまっており、このことに関しては冒頭で述べた「暇つぶしへの

病的な欲望」へと駆り立てられた我々の現状を指摘すれば十分である。あの出来事からほ

ぼ 3 年半が経過した今、あの驚怖、空虚感、打ちのめされ感は、我々の多くのものにとっ

ては薄れゆくものとなっている。またこうした衝撃を忘却するということを敢えて自覚的

に選ばねば前に進めないという場合も多々あるだろう。しかしそれでも不死なる尺度への

何らかの関係を持ちつづけない限り、有限性の自覚はその場だけのことになる。それを耐

え抜く者ども、言い換えれば長い時間をかけて、不死なるものとしての尺度と死すべき人

間とが返答し合う場を言葉において保つ者どもとして、悠揚さを備えた、物怖じに強く気

分づけられた詩人たちの存在を、我々はやはり必要とするのかもしれない。 

 

 

凡例・略符号 

 

＊ハイデッガーからの引用は以下に示す引用略符号と頁数を、本文中の（ ）の内に組み

入れて行なった。  

WM Wegmarken, Frankfurt a. M. 31996. 

VA Vorträge und Aufsätze , Stuttgart 81997. 

ZS Zollikoner Seminare - Protokolle - Zwiespräche - Briefe, hrsg. v. M. Boss, Frankfurt a. M. 21994. 

GA 16 Reden und andereZeugnisseeinesLebensweges , hrsg. v. H. Heidegger, 2000. 

GA 29/30 Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit, hrsg. v. F.-W. von Herrmann, 
21992. 

GA 39 HölderlinsHymnen »Germanien« und »Der Rhein« , hrsg. v. S. Ziegler, 31999. 

GA 45 Grundfragen der Philosophie. Ausgewählte »Probleme« der »Logik« , hrsg. v. F.-W. von Herrmann, 21992. 

GA 52 Hölderlins Hymne »Andenken«, hrsg. v. C. Ochwadt, 21992. 

GA 65 Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) , hrsg. v. F.-W. von Herrmann, 21994. 

GA 70 Über den Anfang, hrsg. v. P.-L. Coriando, 2005. 

GA 77 Feldweg-Gespräche, hrsg. v. I. Schüßler, 1995. 

GA 79 Bremer und Freiburger Vorträge, hrsg. v. P. Jaeger, 1994.       

 

＊引用文訳中における傍点は、原文のイタリック体の箇所を示す。〔 〕の内の部分は、

引用文の内容を明瞭にするという意図から、筆者が付加したものである。  

 

Asuka SUEHISA 

Anerkenntnis der Not und Zukunft der Angleichung 

― Eine Untersuchung zur Grundstimmungslage der Seinsgeschichte  

 

                                                                                                                                                     
が鑑定書で、事故が他でもないハイテク大国の日本で起きたことの衝撃を伝えていたということ

は我々の記憶にも新しい。技術の中だけの事故ではなく、自然の猛威と技術とが交差する仕方で

起きた原発事故であったがゆえに、今回の出来事では自然に対する技術の有限性がとりわけ浮き

彫りになったといえるであろう。  
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棺一基四顧茫々と  

―情態性／エポケー／詩― 

 

小林 信之（早稲田大学） 

 

 

はじめに 

  

一般に感情や情動といった概念は、西欧形而上学の歴史のなかで、魂の自己感受といっ

た意味あいで、世界へのわたしたちの受動的な関係性を規定するものであった。その場合、

外界の何らかの対象に触発されて、ある感情がわたしの内部に湧きおこるというように、

内面と外界、主観と客観の関係を前提したとらえ方がなされてきた。しかもその際感情は、

間主観的な共同世界における出来事として、公共的な言説によって分節化され理由づけら

れうるものと見なされた。  

 それに対して『存在と時間』のハイデガーは、感情や情動や気分の存在論的規定として

「情態性」という語を採用し、主観=客観関係を前提とした超越的で存在的
オンティッシュ

な理解を、超

越論的で存在論的
オン トロ ギ ッシュ

な立場から慎重に吟味する。つまり存在的
オンティッシュ

な次元においては、環境世界

において出会われる物によって気分づけられる場合であれ、他者との関係性によって惹き

おこされる感情であれ、世界の側に自己の関心が向けられ、世界の側から自己の有様を理

解してしまっているがゆえに、世界内存在そのものは隠蔽されてしまう。結論的にいえば、

情態性という概念にハイデガーが要求しているのは、世界内存在としてのわたしたちの有

様を全体として包括しうる本質規定（実存疇）なのである。  

 このように、感情、情動、気分等々を、経験諸科学の視点ではなく、哲学的・超越論的

に本質規定することの意味を本論でいま一度問いなおしたいと考えているが、それは、『存

在と時間』に始まるハイデガーの情態性論を解釈し、哲学史のなかにそれを位置づけるた

めというよりはむしろ、ハイデガーをひとつの機縁として、一般的なかたちで感情や気分

といった事柄自体にせまっていきたいと考えたからである。その際とくに、情態性と、エ

ポケーという現象学的概念との連関に着目すると同時に、さらに「詩的言語」の問題にも

触れたい。『存在と時間』でも述べられているように、詩的な語りの固有の目標が、情態

性のさまざまな「実存論的可能性」を伝達することにあるからである（SZ, 162）1。 

 

 

1．経験科学的な感情研究 

  

本論にはいる前に、諸科学において一般に感情や気分がどのように議論されあつかわれ

                                                   
1 以下、『存在と時間』（M. Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1927）からの引

用と参照は、SZ の記号とページ数を示す。  
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ているかについて簡単に見ておくことにしよう。今日感情や気分の問題を積極的に論じて

いるのは、人工知能研究をはじめとする認知科学や脳科学の分野、あるいは進化論的アプ

ローチによる研究などである。  

 そこで問われているのは、たとえば、なぜわたしたちは、合理的な認知プロセスによる

情報処理能力に加えて、不可解な感情などというシステムを抱えているのか、という問い

である。つまり感情とはなにかという問いは、けっきょくわたしたち人間（あるいは動物）

にとって感情が果たしている役割や機能を説明することによって答えられねばならない

わけである。例をあげれば、ネオ・ダーウィニズムの立場からは、一見非合理的で不必要

に見える感情にも、隠された合理性がひそんでいるといった説明方式が提示される。（た

とえば無益で非効率に思える恐怖の感情も、長い進化のプロセスのなかでは、リスク回避

と生存可能性の増加に寄与してきた、というように。）そしてそうした説明の裏づけとし

て、脳の生理学的構造にさまざまな感情が局所的に関連づけられ、対応関係が発見される

ことになる。  

 けっきょく進化論的には、「種々の感情は、人類が狩猟採集民だったころの生態学的環

境に適応すべく自然選択されたもの」だとされる。それは、そのころ人類がたびたび遭遇

したであろう事態（捕食者からの逃走、未知のものとの遭遇、攻撃や脅威からの防御、子

供の養育、配偶関係の確立など）に対して、迅速かつ適切に対処すべく発達させてきた機

能なのである2。 

 たとえば神経学者のアントニオ・R・ダマシオによれば、感情とは「個体が経験的に学

習するための基礎となる評価システム」にほかならず、それは「ソマティック・マーカー」

つまりそのときどきの状況に応じて刻印されマークされた特異な身体状態のイメージ、に

よって制御されているという 3。 

 このように進化論的・認知科学的に説明された感情の生物学的機能のうえに、さらにそ

の延長線上で文化的・社会的機能が解き明かされうることになる。  

 だがそもそも機能とは何だろうか。機能とは、目的論的概念であり、「目的としての生

命体全体にとって役立ち有用であるもの、上位の目的たる生命にとって、下位にある個々

の働き」のことであろう 4。その場合、経験科学としては当然ながら、生命、機能、目的

といったものを、眼前にあるひとつの超越的対象とみなす客観主義的態度が前提になって

おり、したがって感情もまたそれら無前提な自然的態度の対象、つまりひとつの「物」と

化している。しかしわたしたちにとって感情とはおそらく、最終的にはひとつの物として

あつかうことはできないような経験であろう。だとすればわたしたちはむしろ、感情とい

う経験を経験そのままに、事柄に即して迫っていかねばなるまい。いいかえると、開示さ

れた「わたし」という場所において経験された事柄ないし出来事（ここでは感情）のロゴ

スを、毀損することなく露わにするまなざしが求められている。  

                                                   
2 遠藤利彦「感情の機能を探る」、藤田和生編『感情科学』、京都大学学術出版会、2007 年、p.7。 
3 船橋新太郎「感情の神経科学」、藤田和生編『感情科学』、京都大学学術出版会、2007 年、p.103。  
4 Wolfgang Blankenburg: Das Sich-Befinden zwischen Leiblichkeit und Gefühl, in: Michael Großheim (Hg.): 

Leib und Gefühl: Beiträge zur Öffnung der Anthropologie , Berlin 1995, S.193f. 
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 こうしてわたしたちは、感情ないし気分を、世界内存在であるわたしたちの自己の一様

態とみなすハイデガーの解釈に出会うことになる。  

 

 

2．個別的感情・気分の分析 

  

『存在と時間』では、現存在を構成する感情・気分の例として、恐れが取りあげられて

いる。ハイデガーによれば、恐れという個別感情の場合、その感情をひきおこす対象（環

境世界において出会われる恐ろしいもの Wovor）と、恐れにおいて気遣われているもの（つ

まり恐れをいだいている現存在それ自身 Worum）と、恐れという感情の作用そのものとい

う三つの契機が分裂したかたちで出会われ、それぞれ分節化して解釈することが可能であ

るとされる。対象によって触発され、自己の内部に恐れが湧きおこるというように、わた

したちは主観=客観関係を前提として気分づけられた自己を理解している。これが日常的

な、つまりハイデガーによれば非本来的な、気分の有様
あ り よ う

である。  

「恐れの Wovor、恐れること、そして恐れの Worum をわたしたちは分析する。これら三

つの視点が可能であり、それらが一体のものとして全体をなすということは偶然ではない。

これら三つの視点によって情態性一般の構造も浮き彫りになる」とハイデガーは述べてい

る（SZ, §30）。 

 だが、ここでハイデガーが取りあげるような事例、世界内部で脅かすものとして登場し、

わたしたちを恐れさせる対象、たとえば凶暴な犬への恐怖といった事例は、あまりに限定

されすぎており、感情一般をカバーするものとは見なしがたいのではなかろうか。  

 本論でわたしは、ハイデガーによる恐れの感情分析を出発点に、そこで提起された三つ

の観点をいま一度吟味しつつ、それを敷衍してより一般的なパースペクティヴを考えてみ

たい。  

 感情とは、間主観的な公共空間のなかでひきおこされ、言語やふるまいによって表現さ

れ、日々わたしたちに生きられている現象である。何よりこの点を念頭において、感情や

気分といった現象の分析を試みることにしよう。  

 

2-1. 文脈の開示 

 まず感情・気分が「何に直面して（Wovor）」生起するかという点に関して。たとえば何

に恐れをいだくかということで関わってくるのは志向性および因果性の問題であると考

えられる。その場合、志向性と因果性とは少々微妙な関係にある。一方では恐れという感

情が志向的にある対象に向かうということもできるが、同時にまた他方では、「凶暴な犬

に出くわしたので
．．

こわかった」というように、恐れの対象は恐れの原因・理由であるとい

うこともできる。  

 ここでは、志向性と因果性の関係という大きなテーマに深入りすることはできないが、

重要なのは、第一に、志向的にであれ、因果的にであれ、ある文脈、コンテキスト、ある

いは｢連関｣のなかで感情は生起するということである。第二に、加えてもう一点留意せね
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ばならないのは、その場合、感情の対象とみなすにせよ、感情を引き起こす理由とみなす

にせよ、｢恐ろしい犬｣のように環境世界で出会われる単独の存在者だけが恐れの感情に関

わるというよりは、ひとつの「事態」が問題なのではないかということである。つまり「一

匹の犬」への志向的感情というより、（他に誰もいない状況で、身を守るものを何も持た

ずに、目の前に不意に現れた凶暴な犬と向きあわねばならないという）「事態」に対して

わたしの感情は生起しているのである。そして最後に、この事態は命題的・言語的・公開

的に明示できるということ、これが第三点である。  

 いいかえると、恐れという感情は、命題的に言表されうるひとつの事態に関する志向性

ないし因果性の「連関や文脈・コンテキスト」のなかに位置づけられるということである。

つまりある感情・気分は、間主観的な共同世界における現象として、公共的な言説によっ

て分節化され理由づけられうるものと見なされるとき初めてそれとして認知されるので

ある。  

 もうひとつ別の例、恐怖よりもいっそう社会的・間主観的な感情である「くやしさ」や

恥辱ではどうだろうか。わたしが「くやしい」という気分に満たされているとき、他者と

の何らかの関係性によってその気分は規定されている。そのとき「くやしい」という気持

ち全体がわたしの存在を染めあげているが、その感情・気分は「誰それとの競争に敗れた

から
．．

、あるいは誰それに裏切られたから
．．

、くやしい」というように説明することができる。

くやしさの感情は、わたしたちの住む「理由の空間」内の出来事として、言語化され表現

されうるのであり、ハイデガー的にいえば、その際わたしの自己存在は、いわば他者関係

の側から照らし出され、理解されてしまっているのである。言語的・公共的に現出する｢対

象｣の側から自己を理解してしまっている意識の有り方に対する批判と、意識哲学ののり

こえといったモティーフを、こうした分析のうちに見てとることもできよう。  

 

2-2. 自己への顧慮（ふるまい・表現） 

 つぎに感情・気分が何を気遣って（Worum）生起するかに関して。恐れにおいては、志

向的・因果的に対象に出会われるだけでなく、いわば自己への反省性として、現存在自身、

およびその可能性が、関心の的（Worum）になっているとハイデガーは指摘する。  

 ところでそのようにある感情とともにわたしたちがわたしたち自身の有り方、可能性を

顧慮し、気遣うということは、けっして閉ざされた内面の出来事ではなく、自己の可能性

の具体化として、何らかのふるまい・態度や、行為や言説といったかたちで｢表現｣ないし

｢表出｣されるということでもある。つまり感情における自己との反省的関わり、あるいは

自己の可能的将来への気遣いといった契機は、公共空間、あるいは｢理由の空間｣における

表現の問題と深く結ばれているのである。  

 たとえば、ある文脈のなかで憎悪の感情がひきおこされるというケースを考えてみよう。

現存在はその憎悪の側から自己を理解し、意味づけ、自己（の可能性）をさまざまに表現

する。このとき、ふるまい・表現は、（自分のうちだけで、空虚に発散される場合はまれ

で、むしろ）共同相互的存在である現存在の企投（つまり可能的様態）として、働きかけ

やコミュニケーションというかたちをとるであろう。たとえば憎悪する相手に対して、「お
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前などくたばれ」とののしる、ネットに書き込んだりヘイトスピーチをわめきたてる、あ

るいはこぶしを振りあげて殴りかかる、等々の言動が考えられる。このように憎悪という

感情は、言語や行為のレベルで、公共空間のなかで表現されるわけである。しかし同時に

また、そのような言動とはまったく異なる形態の表現として、のちに触れるような詩の言

葉といったものも、現存在の情態的可能性の分節化である言語表現に属しているといえよ

う5。 

 

2-3. 感じることそれ自体（感じることの実質、クオリア）  

 最後に、もっとも重要な「感じること」それ自体、いわば感じることの実質、クオリア

について。たとえば憎悪することそのことの実質を考えてみよう。憎悪することそのこと

自体の質は、刻々変化し移りゆくだろう。ある状況で、ある人々に対して抱かれ、激しい

嫌悪感や怒りをともなっていた憎悪も同じままの質を保つことはできまい。憎悪が少しず

つ自己憐憫に変わっていき、やがて悲哀や虚しさの感情が優っていくこともあるだろう。

当初いだいたのと同じ強度の憎悪を保持しつづけるのは不可能だろう。そのように、ひと

りの人間の憎悪であっても一時も同じままでとどまることはないし、まして人それぞれに

はさまざまな憎悪がありえよう。いいかえると、憎悪であれ恐怖であれ何であれ、その質

に関しては、自己同一的な意味、概念に汲みつくしえないことを認めなければならない。

むしろ意味の境界のあいまいな、感情の諸カテゴリーが隣接していると考えた方がよかろ

う。 

 しかしながら他方で、すでに 2-1. 文脈と 2-2. 表現の項で考察してきたように、そもそ

も感情・気分とは何より言語的な何かであることは前提せざるをえない。つまりある感情

は、それが成立した文脈（2-1）が理解され、間主観的公共空間においてそれが表現される

こと（2-2）があってはじめて、その感情の実質（2-3）として同定され、言語的に規定さ

れることになるというべきだろう。  

わたしたちの気分や感情は、日常的なレベルでさまざまに名づけられている。つまり気

分や感情には、共同的・間主観的な自己理解が伴っており、そしてそれは（たとえ境界が

かなりあいまいであるにせよ）すでに言語的に分節化されている。したがって言語的・意

味的・規範的に規定されることによってのみ、感情の実質は確保されるのである。  

このようにしてわたしたちは、ある社会のなかで分節化された感情を習得し、感情にと

もなう正しいふるまいの規則を学び知り、感情の表現を他人とのコミュニケーションにお

いて使用しうるようになるといわねばならない。たとえば恐れの感情を習得する場面を考

えよう。恐れるということそれ自体の意味を幼児が習得するためには、公共空間における

文脈や外部に現れた表現（恐ろしいものの存在、怖がっている顔の表情、叫び声のあげ方

等々）と、恐れという感情そのものの実質とを持続的・恒常的に結びつけることができね

ばならない。感情、たとえば痛みや苦痛といった基礎的な情動でさえ、その感情がひきお

こされた文脈を理解するとともに、その感情にともなう表情やふるまい、言語表現や分節

                                                   
5 感情をコンテキストと表現とから把握する観点は、永井均の「感覚の文法」をめぐる議論から示

唆を得た。永井均『〈私〉のメタフィジックス』、勁草書房、1986 年、参照。  
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化を我がものにすることで、習得され、理解されるわけである。  

 別の角度からいえば、いったん｢恐れ｣の概念を習得すれば、通常、日常的・公共的・公

開的場面で出会われるのは、「恐れ」という語でひとくくりにされた感情の意味である。

社会的・公共的にはそれで十分通用し、当人もまたそのとき感じた一回的な恐れの感情・

気分を、剰余をふくんだそれ自体として主題化する必要さえ感じない。「恐れ」の感情・

気分の剰余、うつろいゆくその実質は、通常、いわば言語的に汲みつくされている。 

 しかしそのように公共空間において白日のもとに規定された感情や気分、たとえば恐れ

ることそれ自体は、コンテキストや表現や意味の言語的分節化の剰余にとどまるとしても、

わたしにとって感情がそのつど一回的に、それぞれ固有の質をともなってあたえられてい

ること、そしてそれが境界の不確かなうつろいゆくものであること、さらには感情の質そ

れ自体は他者に窺い知れないものであることも、じつはわたしは、暗黙のうちに同時に知

っている。つまり言語的に感情を習得するとともに、わたしは感情が原理的に語りえない

質をもつことをその定義上学び知ったのだといわねばならない。  

 もちろんそのような質は日常的には不必要で無意味であるがゆえにどこまでも隠され

たままに留まる。そのことがわたしに露わとなるためには、特異な反省的まなざしが必要

とされる。あえていえばそれは、日常的な自己理解を遮断
エポケー

し、そのつどの感情や気分の質

それ自体を見つめるまなざし、のちに見るように瞬間のまなざしとしての  Augenblick（「瞬

視」とも訳される）であろう。それはまた、そのつどわたしのものである自己存在（それ

は同時に世界内存在でもあるような自己存在）の一回性に直面するとき初めて可能になる

まなざしでもある。このとき出会われる基底的感情・気分が、ハイデガーによって不安や

退屈等と名指されたものではないかと思われる。わたしたちはつぎに、個々の感情の根底

にある基底的感情、ハイデガーの用語でいう情態性の問題に取り組まねばならない。  

 

 

3．情態性 

  

情動・感情・気分といった言葉の区別はかなり曖昧で、人によっても使用言語によって

も、また専門領域の定義によってもさまざまである。たとえば、認知科学の領域で、感情

一般には affect、秒単位で移ろいゆく一時的感情には情動（emotion）、やや持続的で時間

単位の感情には feeling、さらに長いスパンの感情には気分（mood）を充てるというように、

大まかな基準があるという 6。またボルノーは、恐れのように対象をもつ場合に「感情」

と呼び、不安のように対象をもたないものは「気分」と呼んで区別した（O・F・ボルノ

ウ著、藤縄千艸訳『気分の本質』、筑摩書房、1973 年）。 

 しかしここでは、感情や気分を広義に受けとって区別せず、むしろハイデガーがそれら

の存在論的規定として採用した情態性（Befindlichkeit）の概念に着目したい。つまり哲学

的観点にとっては、個別具体的な感情と、情態性との存在論的差異が重要であると考える

                                                   
6 藤田和生編『感情科学』、京都大学学術出版会、2007 年、p.363。  
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わけである。  

 それでは、情態性とはどのような概念だろうか。ドイツ語の  Befindlichkeit（情態性）あ

るいは sich befinden（ある情態におかれた自分を見いだす）という言葉の面から考察して

おこう。そもそも  befinden という動詞は、語源的にみて「finden（見いだす）、vorfinden

（眼前に見いだす）」といった語と連関し、したがって再帰動詞（sich befinden）としては、

第一義的に「（どこそこに）自らを見いだす、ある、いる」といった「空間的」意味あい

をもつものである。さらにこの表現は、たとえば「患者さんはどんな具合か？（Wie befindet 

sich der Patient?）」という言い回しのように、とくにある人がどんな気分状態、体調にある

かに関してよく用いられる。そうした場合に問われているのが、さまざまな個別的体験の

基盤・前提（潜在性）をなすものとしての「情態」なのである。この表現は「Wie geht’s? （い

かがですか？）」のように日常的によく使われる非人称表現と同様の意味あいをもってい

るが、この点に関してブランケンブルク（Wolfgang Blankenburg）はつぎのように述べてい

る。 

 

「ここで〔いかがですかという情態性への問いにおいて〕問われているのはあれこれの個別的

体験ではなく、わたしたちのあらゆる体験が基づいている諸前提である。その諸前提には、さ

まざまな潜在的可能性の体験といったものも、本質的に含まれている。」 7 

 

 このように befinden という語は、すでに中高ドイツ語（bevinden）の段階で、「経験する、

識る、気づく、知覚する」といったある種「精神的」意味で、見いだすことであったこと

からわかるように、単にニュートラルに「確認すること」だけでなく、（どのような状態

かを）「評価すること」を含んでいたといえよう 8。 

 以上から、再帰動詞 sich befinden の意味は、「自分がどこそこの（空間的）場にいる」こ

とに気づくこと、つまりいまここにいるという現前性を意味すると同時に、いわば反省的

に、自分がどのような情態にあるかということの評価をも意味するようになったわけであ

る。ハイデガーが情態性（Befindlichkeit）という語を採用した背景には、それがごく普通

の日常語であると同時に、このような語源的厚みを有する点を考慮したからであろう。  

 いずれにせよハイデガーは、さまざまな感情の基底において、その感情を可能にしてい

る存在論的概念として情態性を考えている。だが、ハイデガーによれば、この情態性の本

質構造はたいてい隠されており、その全体性においてわたしたちにたち現れることはない。

通常出会われる個別的な感情や気分のあり方、つまり世界のうちで気分づけられたわたし

たちの自己のあり方は、感情や気分の日常的な自己理解において分節化され、いわば「（他

者関係や対象との関わりなど）世界の側から」規定されているがゆえに、感情としての感

情、気分としての気分としては隠蔽されているとハイデガーはいうのである。  

 それでは、どのようにして、世界の側からの自己理解を遮断し、世界内存在を世界内存

                                                   
7 Wolfgang Blankenburg: Das Sich-Befinden zwischen Leiblichkeit und Gefühl, in: Michael Großheim (Hg.):  

Leib und Gefühl: Beiträge zur Öffnung der Anthropologie , Berlin 1995, S.194f. 
8 Ebenda, S.196ff. 
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在として規定することを可能にするような存在論的視点がもたらされるのだろうか。  

 この日常においてわたしたちのまなざしは世界の側に差し向けられているために、その

まなざし自体はつねに隠されてしまい意識されることもないとすれば、そのことがいかに

顕わとなるかということこそ、哲学者にとって切実な課題とならざるをえない。フッサー

ルが、物の存在の超越性を自明視する自然的な態度を停止することで、超越論的な場を確

保しようとしたように、ハイデガーもまた、世界内存在たる自己が自己として丸ごと顕わ

になる経験、つまり他者や物とかかわる関係の場そのもの（意味地平としての世界）が開

示される卓抜な経験を探求する。そしてそのような開示を可能にするのが、根本的・基底

的な気分なのである。根本気分とは、自己がたまたま投げ出された世界が、世界として受

動的に顕わになる経験であり、存在論的なまなざしを可能にするような経験である。  

 ハイデガーは、ある特定の情態性にのみ、わたしたちの存在を全体的に照らしだす力を

認める。彼にとって哲学的に問うに値するのは、『存在と時間』における不安、『形而上学

の根本諸概念』における退屈、『哲学への寄与論稿』における慎ましさ（Verhaltenheit）な

ど、この意味での根本気分だけである。  

 とりまとめていえば、さまざまな個別的気分・感情を可能にする情態性とは以下の点に

おいて際立てられる。  

3-1. 卓抜な開示性であること（世界内存在たるわたしが、その存在自身において照ら

しだされるという意味で、Sichbefinden は、「自照」と意訳してもいいかもしれな

い） 

3-2. 理解に先立つ先行的地平の開示（ある気分に偶々「襲われる」というように、意

志的ではない受動性と被投性が問題となる）  

3-3. 単独化された自己性の開示（公共的言語による分節化ではなく、固有でそのつど

わたしのものである自己存在の顕在化）  

 これらはたがいに連関しあい、一体のものとして情態性の概念を規定している。以下に

簡単に順を追って検討しておこう。  

 

3-1. 開示性 

先に見たように、恐れという個別感情の分析において明らかになったのは、情態性にお

いてわたしたちは、環境世界に存在するものへと、理解しつつ関わっており、したがって

それらを意味づけ、言語的に分節化しているということであった。また、他者との関係性

によって生起する情態性、たとえば怒りや憎悪等々も、この世界が、共同的・間主観的世

界であり、いわば「理由の空間」として、言語的なコンテキストと言動・ふるまいの連関

によって構成されていることを前提していた。つまり情態性は、世界内存在としての自己

の理解、およびその言語的分節化としての開示性の一様態なのである。  

 このことは、わたしたちの現存在の開示性の独特の性格を明らかにする。すなわちそれ

は、いかなる理解も気分づけられた理解であるということ、また逆に、世界内存在の受動

的自己開示としての情態性においても、理解と言語的分節化がともに作動しているという

ことである。わたしたちは気分づけられた理解において、世界内存在全体の構造契機、つ
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まり世界、自己、他者の三者に出会い、そのつど開示している。  

 このような、情態性と理解との不可分性に関するハイデガー的解釈を、現代風のいい方

であらわせば、いかなる認知プロセスにも感情が関与しており、いわば情態的に染めあげ

られているということであろう。門脇俊介もいうように、「ハイデガーが現存在の存在様

式のほぼ全体を覆う情状性・了解・語りに対して、開示性という特徴づけをあたえるひと

つの大きな理由は、伝統的な認識・認知の概念が逸しつづけてきた、広い意味での「認知」

のあり方をこれらの開示性の諸様式に認めてやることにある。情状性にも、単に内的で私

的な意識に何らかの感情の質が現れるという以上の、あるいはそれではとらえきれない

「認知」のあり方が認められることになる。」9 

 たとえば、感情と思考・認知・論理のプロセスとの相互作用に基づく精神医学的研究を

創始したルック・チオンピの『感情論理 Affektlogik』（1982 年）の枠組みも、情態性に関

するハイデガーの解釈を踏まえたものである。  

 ところで情態性の開示は、わたしたちの存在を基底から照らし出すという意味で「自照」

とでも呼ぶことができようが、しかしそれは、すべてを透明に認識しつくす完全な自己知

としての開示性ではない。むしろそれは、身体の不透明性の内から照らし出す光であり、

半透明のガラスを透かし見るように、気分や感情が志向性につきまとうということである。

つまり完全に透明なガラスであれば、自分以外のすべてを顕在化させることで、それ自体

はどこまでも無に留まることができるが、情態性にあっては、その半透明性（ translucidity）

において、世界内存在そのものが色づけられ、翳りを帯び、肉としての厚みを獲得するの

である。あえていえば、情態性とは、世界の感触であり、世界に触れられること（触発さ

れること）なのである。この点に開示性としての情態性固有の性格がある。  

 

3-2. 被投性 

 そしてこの点はまた、感情や気分が意のままにならないということ、情態性によってわ

たしたちが受動的・非意志的に「襲われたり」「撃たれたりする」といった特異な性格を

おびることに直接連関している。わたしたちが気分づけられているということは、意図せ

ぬまま何らかの「雰囲気」のうちに投げこまれているということであり、そのような雰囲

気としての情態によってわたしたちはつねに既に限定されているのである。  

先に見たように情態性とは、世界内存在としての自己が自らに触れることであり、自己

感受であり、自己自身に与えられることであるから、単にいまここで現前している感情や

気分に留まらず、「すでに与えられてあること」、「世界へと開示されつつ差し向けられて

いること（Eine erschlossene Angewiesenheit auf  Welt）」をも意味している。情態性とは、自

己に対して世界が偶然的・受動的にゆだね渡されていることの開示であり、それゆえ自己

がすでに取り戻しようもなく世界へと投げ込まれてしまっていることの刻印である。情態

性とは、たまたまこの世界に投げ出された自己の開示として「被投性」を意味している。 

                                                   
9 門脇俊介「認知と感情  ―ハイデガー的アプローチ」、門脇俊介・信原幸弘編『ハイデガーと認

知科学』、産業図書、2002 年、所収、p.109。なお引用文では Befindlichkeit（情態性）が、情状性

と訳されている。  
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このように情態性という概念において、受動的・被投的・非意志的な世界開示をみてと

ることが重要である。  

 

3-3. そのつどわたしのもの je meines であること（言語化しえない事実性、単独

化、瞬間） 

ハンナ・アーレントは、「どんな悲しみも、それを物語に変えるか、それについて物語

られれば、耐えられるものとなる」（イサク・ディネセン）という言葉を『人間の条件』

で引いている。一般化すれば、わたしたちは感情のリアリティを言語化することで、それ

を自らの力のおよぶ範囲、人間的な意味の領域の内で担い支えようとする。つまりわたし

たちは、公共的・公開的言語空間のうちで感情や気分を分節化して物語り、志向性と因果

性の連関に繋ぎとめることでいわば手なずけている。  

しかし本論で主題化すべき情態性の分析が可能であるためには、じつは個々の気分に先

立つ根本気分、個別的感情に先立つ根源的な自己触発、ハイデガーの具体例でいえば恐れ

に先立つ不安が、けっして手なずけることができず、語りえない質において露わになって

いなければならない。これまでの個別的な感情や気分の分析においても、たえず基底的な

情態性に立ち還ることが求められるのであり、最終的には後者のみが哲学的問題として現

れるのである。  

わたしたちは先の分析において、感情や気分の質それ自体が、いわば言語的文脈に汲み

つくされ、公共世界に流通することを見てきた。だがわたしたちはいまや、自らをそれ自

身で照らし出す情態性が、現象として自らを示すがままにつき従っていかねばならない。 

ここでハイデガーにおいてとりわけ注目したいのは、Jemeinigkeit（「各私性」とでも訳

すほかない）の概念である。そもそも感情とは、そのつどのわたしのありありとした現前

に深く結ばれている。たとえば、わたしの「心」や「思い」といった概念は、ほとんどわ

たしの「感情」という概念と重なるのではなかろうか。判断や推理のプロセスも、たしか

にそのつどわたしのうちで生起するわたし自身の働きだとしても、普通わたしたちはそれ

をわたし固有のものとはみなさない。その意味で感情のもつ、特異な開示作用は、わたし

の固有性、単独性と分かちがたく結合しているといえよう。  

そのつどわたしのもの（je meines）である情態性は、わたしの自己の事実性として、被

投的にわたしの世界内存在を開示する。「気分において現存在は、現としての自己存在に

直面せしめられている」（SZ,134）のである。  

ところでこの自己の有様
ありよう

の固有性は、被投的に委ね渡されたものである以上、けっして

自らの裁量で意のままにしうるものではない。しかもそのように自己存在が偶然的である

ことは、さしあたりわたしたちに隠されており、日常性の視圏にとどまるかぎり見えうる

ようにならない。ハイデガーの単独化（Vereinzelung）の概念は、まさに不安という根本気

分によって、なかば否応なしに日常的自己の隠蔽が暴き示されるという事態を名ざした概

念であるといえよう。単独化とは、けっして内面的に閉ざされた自己の孤立化ではなく、

むしろ世界内存在として開かれた現存在の「いまここ」における情況を瞬間において見す

えるまなざし（Augenblick）なのである。  
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そのつどわたしのものであるという性格（Jemeinigkeit）、単独化（Vereinzelung）、瞬間の

まなざし（Augenblick）という三者の連関は、『存在と時間』においてかならずしも明確に

されてはいないが、根本気分としての退屈を主題化して考察した 1929/30 年冬学期の講義

『形而上学の根本諸概念』においては、つぎのように語られている。  

 

「存在するもの全体の拒絶において、同時に告知されているのは、現存在を本来的に可能にす

るもの、つまり瞬間のまなざし（Augenblick）である。それは、Da-sein （開かれた現の存在）

へと決意する現存在のまなざしである。そしてこの Da-sein （開かれた現の存在）とは、完全に

情的に襲われた情況における実存として、つまりそのつど一回的・唯一的な実存として、その

つど存在することにほかならない。Augenblick （瞬間のまなざし）とはなにか、また Augenblick 

のうちで、Augenblick とともに生起するものは何か、また現存在が自己自身へと単独化する
．．．．．

と

はどういうことか、とわたしたちが問うならば、それは、この（退屈という）根本気分が可能

性として何をわたしたちに告知しているのかという意味において問うているのである。」 10 

 

ある基底的な気分に襲われるということは、日常性のレベルで馴染まれた他者関係と世

界関係が切断
エポケー

され、単独化がもたらされることであり、それは、存在するもの総体の無意

味化（自らをあたえないこととしての「拒絶」）であるということ、だが同時にそれは、

開かれた世界内存在（Da-sein）が「そのつどわたしのもの」である一回性・固有性におい

て垣間見られる瞬間でもあるということ、こうした事態の連関がここで問われているのだ

といえよう。この問いはハイデガーの場合、具体的にはまず不安の分析によって答えられ

る。この点も一通り見ておこう。  

 

 

4. 不安 

 

『存在と時間』の時期のハイデガーにとっては不安という気分が、わたしたちの現存在

を全体として露わにする卓抜な情態性として位置づけられていた。キルケゴールから受け

継ぎハイデガーの解釈する不安とは、日常の自明性が崩壊に導かれるような経験、ひとつ

の「欠如」として不意に日常のただなかにたち現れた空隙のような気分であったといえよ

う。いいかえるとそれは、自明性を問いに化し、わたしたちを哲学的に問うことのもっと

も始原的な衝迫へと投げかえすような気分でもあった。  

『存在と時間』の第 40 節や講演「形而上学とはなにか」（1929 年）においてハイデガー

は、この不安という気分に面とむかい、分析をくわえている。そこではこの時期のハイデ

ガーのもっとも生々しい肉声を聴きとることができるように思われるが、というのも不安

は、存在ないし意味への問いにわたしたちを否応なく導く、いわば「哲学的・実存的な気

分」として位置づけられると同時に、わたしたちの現存在の構造全体が開示され理解され

                                                   
10 『ハイデガー全集 第 29/30 巻（形而上学の根本諸概念）』GA29/30, 251. （ ）内は筆者の補足。  
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うるようになる経験として特別の意義をあたえられたからである。古代の哲学者にとって

「驚き」の概念がそうであったように、不安について語ることでハイデガーは、存在の問

いを問わざるをえないもっとも内的な必然性を解きあかしているのだといえよう。  

恐れのような個別的感情とは区別された不安のただなかにあってわたしたちは、「なん

となく不安だ、不気味（unheimlich）だ」といわれるように、特定の存在するものにとら

われているわけではなく、その対象は無規定のままである。むしろ不安においてわたした

ちは存在するものの全体に直面するのであり、そうした存在するものの全体が無に転化す

ることを経験する。いいかえれば存在するものが存在するということを可能にしている地

平としての世界が、つまり日常的には隠されたままである世界が、さらには世界内存在と

してのわたしたち自身が、無として押しよせてくるような経験、それがハイデガーのいう

不安である。  

わたしたちの現実存在の現象学的分析の書である『存在と時間』においてなされたのは、

存在するものからそのものの存在へと視線をさかのぼらせ、現象学的に還元していくとい

う作業であった。しかしそうした叙述の順序とは逆に、先だってつねに分析を導いている

のは、この日常性を日常性として見るまなざし、つまり「不安において露わとなる無」を

見つめるまなざし、である。そもそも『存在と時間』という書物は、不安という根本的気

分のもつ明証（Evidenz）を唯一の拠り所として成立しているともいえるのであり、その明

証の光に照らされて現存在の存在の意味が、全体的・統一的に解明されることになるわけ

である11。 

こうした方向での根本気分の解釈は、1929/30 年の『形而上学の根本諸概念』における

退屈の分析においても受け継がれている。『存在と時間』においては恐怖との対比によっ

て不安が際だたせられたように、『形而上学の根本諸概念』では、「なんとなく退屈だ」と

いわれる場合の根本気分としての退屈が、先立つ第一、第二形式の退屈と対照させられて

いる。  

 

 

5. 非情性 

 

だが、このような仕方での根本気分の特権化ははたして正当なのだろうか。わたしたち

の日常的生をいわば脅しつけるような不安や退屈は、一種の極限的・例外的気分の恣意的

な哲学的粉飾とはいえないだろうか。  

この問いに答えるために、ここではより一般的に、感情や気分の個別性と、それを可能

にしている基礎的情態との関係という視点から考えてみたい。つまり個別感情とは、基底

的な情態性の差異化であり、具体的な限定であるというように考えたいのである。  

情態性とは、わたしたちの存在の存在論的受動性の基盤をなしており、その意味でさま

ざまな具体的感情を可能にする現象学的根拠であるとすれば、他方で情態性は必然的に自

                                                   
11 小林信之「気分について ―ハイデガーの思索から」、岩城見一編『感性論‐認識機械論と

しての〈美学〉の今日的課題』、晃洋書房、1997 年、参照。  
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らを個別化し差異化することでしか現象しえないともいえよう。不安であれ退屈であれ、

何か特権化された感情や気分の存在を前提するのではなく、むしろ情態性とは、そのつど

の一回的な情況において世界内存在としてのわたしが自己を感受する仕方でしかないと

いうことである。いいかえると、ひとつの個別的・具体的な経験として必然的に現れざる

をえない自己の自己性を、その身体的・言語的・志向的なさまざまな現象形態において受

動的に感受すること、そのことが情態性であるといえよう。  

そのような自己感受ないし自己触発としての開示性、「自照」とも呼ぶべき開示性は、

個別具体的な「いまここ」の情況をつねに、その基底から照らしだしているのである。こ

こには、情態性の個別的諸感情との一体性と、そのつどの「いまここ」の瞬間における差

異性（つまり非公開的・非言語的な固有の質の開示）との同時的な生起を見てとることが

できる12。 

このように考えれば、ハイデガーの論じる不安のような極限的・例外的現象を特権化す

る必要はなくなるのではなかろうか。そして日常の何げない瞬間に、その一回的感情・気

分へと反省的に立ち還ることで顕現し照らしだされる世界内存在の情態性を、わたしはこ

こで世界の非情性と呼びたい。非情性という基底的な感情、情的であることの否定である

ような情態性とともに、そのつど生起する世界内存在としての自己の有様が世界内存在と

して丸ごと瞬間のまなざしにとらえられるのである。すなわちそれは、わたしたちが日常

の取りとめない感情、憎悪や恐怖や喜びや苦痛や悲しみをエポケーし、それ自体として見

つめるとき、それら移ろいゆく搖れ動きの根底に、あらゆる感情の否定であるような情態

性の静けさ、静謐さが透視されるということである。たえず気分づけられ、感情にゆすぶ

られ、多様な情態に色どられた、世界内存在としてのわたしの自己と世界とは、そのつど

その根底において非情なのである。  

先の三契機に即した個別感情の分析（2-1, 2, 3）でいえば、志向的対象も、現存在の日常

的可能性も、感じることの質それ自体も、非情性においては無規定的・無差別的に顕わに

なるというように考えることもできるが、反対に、基底的感情から透かし見られることに

よって初めて、そのつど各感情・気分の固有性がたち現れるともいえよう。  

だが、この意味での情態性は、日常的な意識に身をさらし、注意深いまなざしに照射さ

れるどころか、むしろ逆に、そのように志向的に関わろうとする意識作用から身を翻し、

逃れ去り、消え去っていく。わたしたちの公共的言語空間のなかで基底的な情態としての

非情性はつねに隠されている。この非情性を非情性としてまなざしのうちにとらえるため

には、ひとつの態度変更が必要とされる。情態としての非情性にともなう態度変更とその

開示力は、哲学史的概念であるエポケーとの連関においてとらえることができると思われ

                                                   
12 マックス・シェーラーの言葉を借りつつ、ミシェル・アンリはつぎのように記している。「様々

な感情の間に設定される差異は、ある様相から別の様相へのたえざる移行とともに具体的にただ

ひとつの生の諸様相として成立するような生の「一体性における差異」である。〔…〕差異や対

立の可能性そのものが、一体性の内に、つまりただひとつの根本的気分の具体的一体性の内に存

しているのである」（ミシェル・アンリ『現出の本質』、法政大学出版局、2005 年、p.880）。Ｍ・

シェーラーのいう「生」やＭ・アンリのいう「情感性（affectivité）」の概念を、本論の文脈にお

いて「情態性」と解すれば、同様の見解を見いだすことができる。ただし本論の立場は、Ｍ・シ

ェーラーやＭ・アンリの形而上学的前提と相容れるものではない。  
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る。その点にも触れておこう。  

 

 

6．エポケー 

 

基底的な情態性とは非情性である。さまざまな個別的感情は、この自照する非情性のう

えを漂う波立ちのように現象している。半透明の身体性において、あるいは多様な言語的

分節化において立ち現れるそのつどの感情の質は、さしあたりそれとして隠されているけ

れども、単独化しそのつどわたしのものである自己性の経験とともに、それら個別感情の

基底に、非情な世界の相貌が反省的・否定的に垣間見られるといわねばならない。  

こうした基底的情態としての非情性は、わたしたちの日常的行為であれ認識であれ、そ

の根底においてそれらを気分づけており、不可分にいわばぴったり貼りついている。存在

するものを生活世界の内で（有用性や有害性や美や善といったかたちで）わたしたちにと

って価値あらしめているものは最終的にはわたしたちの意志であり欲望であるが、そうし

た意志や欲望が、わたしたちの生活世界を支え、わたしたちの行為と認識の根底にあるこ

と、このことを非情性は、情的であることのたえざる否定を通じて露わにする。「火は火

に焼かれず」という言葉のとおり、非情としての情態性の炎は、どこまでも自らの固有性

を保ちつつ、わたしたちの日常性を照らしだすのである 13。 

さて、ここでいま少し情態性概念のもつ「現象学的」な意味について掘り下げてみるな

らば、世界に差し向けられたわたしたちの自然的存在様態を遮断し、いわば世界内存在全

体を宙吊りにすること、このことは、哲学の歴史においてエポケーという概念によって提

起された事柄であった。  

クラウス・ヘルトは、論文「真理をめぐる抗争」において、古代ギリシアにはじまり、

ピュロンの懐疑論をへて、デカルトの方法的懐疑にいたる哲学史をエポケーという観点か

らたどり、二〇世紀の現象学に到達するまでの前史として描きだしている 14。またヤン・

パトチカは「エポケーと還元」において、フッサール現象学における還元の操作にとどま

らない徹底化されたエポケー概念を構想している 15。 

このようにエポケーを広義の徹底化された意味において考えるならば、ハイデガーによ

って導入された情態性も、学的意志の停止さえ含意するような鋭利なエポケーの刃を備え

ているといえよう。というのもこれまで見てきたように、情態性とは、前意志的な受動性

の次元において、否応なしにわたしたちの世界内存在を照らしだすような開示性にほかな

らないからである。理解に先立つ先行的地平の開示は、存在論的には受動性の次元におい

                                                   
13 大橋良介『聴くこととしての歴史』、名古屋大学出版会、2005 年、p.217、参照。なお、わたし

はこの非情性を、広く静観的まなざしの美的「無関心性」や「非人情」（夏目漱石『草枕』）、

不気味さといった概念との連関において考えている。  
14 クラウス・ヘルト「真理をめぐる抗争 ―現象学的エポケーの前史」、佐藤義之・安部浩・戸

田剛文編『知を愛する者と疑う心  ―懐疑論八章』、晃洋書房、2008 年。  
15 ヤン・パトチカ「エポケーと還元〔含 訳者解題〕 （ヤン・パトチカのために ―チェコの哲

学者・生誕 100 年）」、『思想』第 1004 号、岩波書店、2007 年 12 月、pp.91-108。  
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て、被投的・非意志的世界開示として、なにより情態的に生起するといえよう。  

ハイデガーはこのように、とりわけ不安という気分の概念によって哲学的言説のいわば

極北にいたったようにみえる。しかしながら先に触れたように、そのようにエポケーを拡

大し、その徹底性の限界に達したかにみえるハイデガーの不安概念も、本論のこれまでの

考察を振り返って、その特権性を解除して考えるならば、いわば構成された哲学者の気分

にすぎないといえるのではなかろうか。学的前提さえ遮断して、わたしの日々の経験とし

ての感情をその非情な相貌のうちに見極める必要があろう。  

エポケーの受動的な発動は、日常性の地平（世界開示性）の外部としての隠蔽性にふれ

る経験として、たとえば自明性が喪失するような病理的事例でもありうるし、あるいはの

ちに触れるように、日常のほんの些細な感情の動きに目を凝らす詩的経験でもありうる。 

 日常的理解を遮断し、世界内存在をその非情性において瞬間的に垣間見ることを可能に

する情態性は、そのつど具体的に生きられる感情、わたしにとって固有で比類ない一回性

の経験（ハイデガーが  je meines と呼んだところのもの）と不可分である。だとすれば、

その具体性・事実性・一回性は、それを哲学的・超越論的次元で言語化した途端、毀損さ

れ、いわば概念の抜け殻と化すといわねばなるまい。先に個別的感情の分析において示し

たように、感じることそのこと自体の質は、わたし固有の事実として言語化しえない「剰

余」にほかならず、日常においてつねに隠されながら、わたしにとっての世界のリアリテ

ィの基盤をなしている。  

世界の非情性はどこまでも超越論的な概念把握を寄せ付けず、いわばネガティヴな仕方

で示されるほかない。それはいわば、いっさいの超越論的思考の不在において、「世界そ

のもののエポケー」として生起する。世界の言語が黙するとき同時に、情態性の言葉が、

世界の非情性を語り出すといわねばならない。そのとき情態性は、存在するものの諸連関

をけっして変化させたり作りかえたりするわけではなく、ただその関係性を留保するにす

ぎない。それは、世界をその非情の相において映しだし、そこから存在するものの本質を

照らしだす詩的形象という性格を帯びるのである。  

 

 

7．詩 

 

哲学者の言葉によって存在論的に語られた情態性は、いわば概念構築のために切実に要

請されたものであったともいえようが、しかしそうした営みとは別に、わたしたちのほん

の些細な日常のなかで、束の間浮かびあがっては消えていく感情や気分のうちに、世界内

存在の自照は起こりうるのである。そしてそうした自照の経験を象り、分節化する言葉、

むしろ哲学者の概念以上に犀利なエポケーの言葉を、とりわけ詩のうちに見いだすことが

できよう。一回的経験へと開かれた言葉、情態性の伝達を固有の目標とする詩の言葉にお

いてわたしたちは、エポケーとともに被投的に目撃された情況（つまり気分的に開示され

たそのつどの世界）に遭遇する。そこでは歴史的にもたらされた時の留まり（Epoche）の

様相がそのつど顕在化するであろう。  
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情態性と詩の問題に関して、また哲学的言語とは区別された詩的言語の特異性に関して、

なお多くのことを論じなければならないが、ここでは、管見に入ったかぎりのごくマイナ

ーな具体例として、ある死刑囚の俳句を紹介して本論を終えたい。  

本論のタイトルに掲げた言葉は、大道寺将司の俳句「棺
かん

一基
い っ き

四顧
し こ

茫々
ぼうぼう

と霞みけり」から

採ったものである（『棺一基 大道寺将司全句集』、太田出版、2012 年、所収）。アナーキ

ストであり連続企業爆破事件の首謀者であった大道寺将司は、おそらくある年代以上の人

間にとっては、ある種呪われた名前ではないかと思われる。同様に世間を騒がせた連合赤

軍事件と並んで、彼のひきおこした一連の事件は、1960 年代後半から 70 年代にかけての

リベラルな新左翼運動への社会的共感や信頼を一挙に失わせるものだったといえよう。運

動を大衆レベルから葬り去り、一挙に退潮へと導いたという意味で決定的な影響をおよぼ

した出来事として一般に記憶されている。  

大道寺はその後囚われて死刑判決を受ける。以後、彼の名前は世間から忘れ去られたか

にみえたが、一年ほど前作家の辺見庸が大道寺の句集を編集・出版し、またテレビなどで

も紹介して、ふたたび注目を集めるようになった。  

おおよそ大道寺という人物に関するわたしなりの簡略な紹介としては以上であるが、し

かし本論で彼の句を取りあげたのは、そうしたいきさつを一切抜きに、言葉自体の力にあ

る種の衝撃を受けたからである 16。 

大道寺は、現在でもおそらく日本国家に対する戦いを放棄し、罪を悔いあらためたわけ

ではないであろうが、しかし俳句という表現手段を選んだ時点で、ある意味、政治的・公

共的空間から離脱し退却したといえるのではないかと思われる。つまり死を直視すると同

時に、閉ざされた独房から世界を見つめる道を選んだのだといえよう。  

今回タイトルに取りあげた句に関していえば、周囲はただ漠と霞むばかりのなかに、柩

がひとつ佇んでいるという寂寥とした風景を切り取ったものとして、さしあたり解するこ

とができよう。そして重罪を犯し四十年近くを獄舎で過ごした稀有な人の心象をここに見

てとることもできるかもしれない。しかし同時に、「棺一基」という単独化の極北の表現

には、日々死を脚下に凝視しつづける者にのみ授けられた根本気分が、つまり世界の非情

性が、凝集しているといわねばならない。  

大道寺は自らの活動において決断を下し、敗北し、数奇な偶然によって生きながらえ、

                                                   
16 いくつか彼の句を選んでここにあげておこう。  

-夏深し魂消
た ま ぎ

る声の残りけり  

-蛍火や不思議なるもの命なり  

-八州
はっしゅう

の闇深々と梅雨あがる  

-実存を賭して手を擦る冬の蠅  

-双眸に心ばへ立つ雪明り  

-あかときの深雪
み ゆ き

にはかに荘厳す  

-天穹
てんきゅう

の剥落のごと春の雪  

-いだきたる真
ま

闇
やみ

の底も朧なり  

-寝
い

ねかねて自照はてなし梅雨じめり  
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それでも井の底から世界を見つめつづけた。そのとき彼にとって俳句という短詩形の言葉

は、瞬間のまなざしによって見てとられた現存在の情況の結晶化として語りだされている

といえよう。  

 

Nobuyuki KOBAYASHI 

Befindlichkeit, Epoche und Dichtung 
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「人間のいのちの尊厳」についての予備的考察 

 

森岡 正博（大阪府立大学） 

 

 

１ はじめに 

 

「人間の尊厳」は近代市民社会を基礎づける根本的な概念のひとつである。しかしなが

ら、科学技術の進展にともなって、その概念の使い勝手の悪さが指摘されるようになった。

たとえば、人間の受精卵は「人間の尊厳」をもっているからそれを破壊すべきではないと

いうふうに使われる一方で、人間の終末期においては「人間の尊厳」をもって死ぬ権利を

認めるべきだという「尊厳死」の考え方が登場してきている。前者においては「人間の尊

厳」という概念は人間の生命を維持するために使われており、これに対して後者において

は「人間の尊厳」という概念が人間の生命を死に向かわせるために使われている。  

このような状況にあって、「人間の尊厳」という概念はもはや有効性をもたないから、

生命倫理の場面では破棄したほうがいいという論調も登場してきている。たとえばルー

ス・マックリンは、「人格への尊敬 respect for persons」という概念があれば十分であり、

それに加えて「人間の尊厳」は必要ないとする 1。それに応答する形で、米国大統領生命

倫理評議会は 2008 年に Human Dignity and Bioethics と題する報告書を刊行し、生命倫理におけ

る「人間の尊厳」の概念の射程について包括的な議論を行なった2。この報告書は、伝統

的な「人間の尊厳」の思想史研究と現代の生命倫理学を接合した画期的なものであり、現

代における「人間の尊厳」について考えるための必読文献となっている。  

私は脳死臓器移植などの生命倫理の諸問題に関わってきた。その視点から「人間の尊厳」

についての関連文献を読んでいるうちに気づいたことがいくつかある。まず、生命倫理学

において、「人間の尊厳」という概念は、「自己意識と理性をもった人格（パーソン）」の

尊厳として理解される場合と、「精神と身体を包括した全人的存在」の尊厳として理解さ

れる場合があるということである。後者はさらに、精神と身体がまだ未分化である受精卵

のような存在者に対しても適用される場合がある。また、このような理解の差異は、自己

意識と理性を不可逆的に失ったと考えられる脳死の人の尊厳というものをどうとらえれ

ばいいかという問題にも複雑な影を落とすことになる。自己意識や理性といった属性に人

間の尊厳を見る思想は、当然のように、カントやロックの近代西洋哲学からの延長線上に

あり、その源流はさらに古代ギリシアのアリストテレスにまでさかのぼることができるの

は周知の通りである。そのように考えてみれば、生命倫理の場面で「人間の尊厳」の概念

が直面しているゆらぎは、ヨーロッパの思想史の中にはらまれていた何かの不整合が、今

日的な状況のもとで露呈したと言えるようにも思われるのである。 

                                                   
1 Macklin (2003). 
2 President’s Council on Bioethics (2008) . 
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科学技術が人間のいのちに直接的に介入を始めた現代において、人間のいのちが内在す

る何かの「尊厳」というものに注目してそれを守ろうとするのは決定的に重要なことであ

る。私たちは「尊厳」の概念を捨て去るのではなく、そこに内在する未開拓の可能性に目

を向け、それを新しい方向へと展開していかなければならない。そのために私は、「人間

の尊厳 human dignity」という概念のかわりに「人間のいのちの尊厳 dignity of  human life」

という概念を導入し、「尊厳」に関する議論を新たな次元へと引き上げたい。「人間のいの

ちの尊厳」とは、人間が「いのち」というあり方をして存在していることの「尊厳」であ

る。すなわち、「いのち」というあり方をしている限りにおける人間の尊厳について考え

てみるのである。では、人間の「いのち」というあり方とは何であろうか。  

人間の「いのち」というあり方を一言でいえば、それは、生まれ、成長し、再生産に関

与し、老い、死んでいくというあり方で人間がこの世を生きることである。人間の「いの

ち」には、さらに以下の 3 つの側面から光を当てることができる。  

まず、（1）「いのち」を生きる私自身の視座から見てみれば、私は気がついたら生まれ

てきているのであり、やがて死んでいくのである。そして私の生きている人生は一度限り

である。過ぎ去った日々はもう二度と戻ってくることがない。この世における私の存在は

不滅ではない。私は無限の過去から存在し続けていたのではなく、無限の未来に向けて存

在し続けるわけでもない。「いのち」を生きるとは、不滅の存在を生きることではなく、

みずからの生成と消滅のプロセスを生きることである。この世での死後、来世において人

間が存在を持つかどうかについて、私たちはそれを判断することができない。私たちは来

世の存在について様々な想像を持つが、それはあくまで想像にとどまる。  

次に、（2）人間は身体を生きるというかたちで存在している。人間は非物体的な魂とし

て浮遊しているのではない。人間は身体というあり方をして現実世界を生きている。身体

を通して人と人は交わることができ、身体を通して人は生命活動を維持することができる。

人間の再生産もまた身体を通してなされる。そして身体は、生物学的な仕組みによって動

かされている。身体に成長や老いや死があるのも、人間が生物としての身体を持っている

からである。人間以外の生物の身体もまた、成長し、老い、死んでいく。人間と人間以外

の生物は、このような身体の移りゆきのプロセスを共有している。もちろん人間が身体を

生きているというリアリティを生物学的な側面だけから把握することは不可能である。し

かし人間の身体が生物学的な仕組みによって動かされているという面を軽視するのもま

た早計である。  

さらに、（3）人間は、この世に生きる様々な「いのち」とのつながりのなかではじめて

生きていくことができる。このことを次の 3 つの局面から見ることができる。  

（3a）世代間のつながりにおいて。人間は前の世代から様々なものを受け渡されて現在

を生きており、そして次の世代に様々なものを受け渡していく。そのような世代を超えた

人間の生命の連鎖に埋め込まれながら、私たちはいまここに生まれ、成長し、再生産に関

与し、老い、死んでいくのである。人間のいのちは人間個体の内部に閉じ込められている

のではない。人間個体が死んだとしても、その人間がこの世で生きた証はその人間個体を

超えて次世代へと受け渡される。ここで言う証とは、生物学的な子孫にとどまらず、人間
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個体がこの世でなした行ないや生産物すべてに及ぶ。  

（3b）社会のつながりにおいて。このようないのちの連鎖は、同時代における社会的な

平面に向けても広がっている。人間はこの世でただひとりで生きていくことはできない。

人間が生きていくためには、社会を形成し、相互のささえあいの仕組みを作り上げる必要

がある。すなわち、「いのち」というあり方は、人間が社会における相互のささえあいに

よってはじめて生きていけるということを意味している。このことは、とくに人間の生の

始まりと終わりにおいて、自分の力だけでは生命を維持できないような状態であるときに、

もっとも鮮烈に浮上してくるであろう。  

（3c）大自然のつながりにおいて。同様に、人間が生きていくためには、食物連鎖など

をとおした他の生物種とのかかわりあいが必要である。人間の身体は、人間以外の生物の

身体とかなりのものを共有している。共有しているからこそ、他の生物を殺して食べるこ

とによって、それらの生物の身体は人間の身体へと吸収され、人間を生かしていくのであ

る。農耕、牧畜、畜産による植物や動物の搾取がなければ、人間は今日のような規模では

生きていくことができない。また、人間が死んだあと、その身体は細菌などによって分解

され、大自然へと還っていく。人間の身体を構成していた物質は、大自然へと広く薄く拡

散し、他の生物たちの養分となる。  

 

＊ 

 

人間が「いのち」であるとは、人間が以上のようなあり方をしつつこの世を生き死ぬと

いうことである。「人間のいのちの尊厳」とは、そのようなあり方をしつつこの世を生き

死ぬ人間にとっての「尊厳」である。それはいったいどのような「尊厳」なのであろうか。

それを探るために、まずはヨーロッパにおける「尊厳」概念の成立を概観したのちに、現

代的な意味での「尊厳」を確立したカントの尊厳論を詳しく見ていくことにしたい。カン

トを背景とすることによって、私の提唱する「人間のいのちの尊厳」の姿が、よりいっそ

うくっきりと現われてくるはずだからである。  

 

 

２ ヨーロッパにおける「尊厳」概念とカントの「尊厳」論 

 

人間の尊厳という考え方は、古代地中海世界において現われてくる。この世にある様々

な存在者のうち、人間だけが特別に優れているという世界の見方が登場する。そして人間

におけるその優れた部分を尊厳と呼ぶのである。すなわち、人間は単なるモノではないし、

単なる動物でもない。それらよりも優れた存在者なのである。そのような人間の卓越性を

根拠づけるものが尊厳だったのである。古代ギリシアにおいて、アリストテレスは、人間

を理性的な動物とした。人間は理性を持っているという点で、それらを持たない存在者よ

りも卓越しているのである。アリストテレス自身は尊厳という言葉は使っていない。その

卓越性を「尊厳」として記述したのはキケローである。キケローは人間と動物を比較し、
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人間は理性を持っている点において動物よりも優越しており、そこにこそ人間の尊厳があ

るとした。この理性はすべての人間が共有しているものであり、そこから道徳的高貴さと

上品さが生まれる3。 

と同時に、「尊厳」概念にはもうひとつのルーツがある。旧約聖書にはじまるヘブライ

的な系譜である。旧約聖書では、神はみずからにかたどり、みずからに似せて人間を作っ

たとされる。人間は、「神の像」あるいは「神の似姿」なのである。人間は「神の像」で

あるという点において、他の動物たちよりも特別な地位を与えられている。しかしまたそ

れは人間の神に対する従属をも意味している。人間は「神の像」なのであり、神から「尊

厳」を一方的に与えられたにすぎない。だから人間が像であることを忘れて神そのものに

なろうとすることが悪とされる。真に「尊厳」に値するのは神なのである。  

「理性的存在としての人間」という人間観と、「神の像」という人間観が交錯しながら、

古代から中世にかけてのヨーロッパの「人間の尊厳」の概念は形成されていく。金子晴勇

は、「一般的にいってヨーロッパ中世の神学思想は、「神の像」と「人間の尊厳」という源

泉を異にする二つの概念を同義的に捉えるようになる」と指摘する4。その後ルネサンス

に至って、「人間の尊厳」は、宇宙における人間の地位という問題設定のもとで理解され

るようになる。マルスィーリオ・フィチーノは実在を、神、天使、魂、質料、物体という

５段階に分け、人間は神や天使の下位、質料や物体の上位にあるとするが、しかし人間は

理性を持っているので神の無限の完全性に近づこうとすることができ、そこに人間の尊厳

を見る。それを受けて、ピコ・デッラ・ミランドラは、人間は存在の階梯の中に特定の位

置を占めているのではないとする。人間は自由意志によって低次の存在を選び取ることも

できるし、高次の存在を選び取ることもできる。このような人間の自由意志による自己実

現というものに、ピコは人間の尊厳と卓越性を見た。「人間の尊厳」の核心部分を自由意

志に見るピコの思想は、近代の啓蒙思想を経てカントに引き継がれていくのである5。 

カントにおける「人間の尊厳」は、『道徳形而上学の基礎づけ』においてその全体像が

与えられている。興味深いことに、カントは「尊厳」を、伝統的な「人間の卓越性」とし

て理解すると同時に、「他人から単なる手段として扱われないこと」という一種の防衛の

根拠としても理解している。前者を「尊厳の卓越原理」と呼び、後者を「尊厳の防衛原理」

と呼んでおくことにしよう。カントは尊厳に防衛原理を与えたことによって、「人間の尊

厳」の概念にまったく新しい次元を開いたと言ってよいかもしれない。  

カントは理性を欠いた存在者である物件と、理性を持った存在者である人格を峻別する。

物件は手段としての価値しか持たないが、人格はそれが存在すること自体が目的であり、

絶対的な価値を持っている 6。後の議論で明らかになるように、人格は理性と道徳性を持

ち自律しているがゆえに、「尊厳」を有している。この点において人格は物件よりも卓越

している。ここにおいてカントは、「尊厳の卓越原理」を明瞭に語っている。それは、ヨ

                                                   
3 キケロー（1961）参照。  
4 金子晴勇（2002）、68 頁。  
5 金子（2002）、123 頁以降。なお、小松美彦（2012）は、現代の生命倫理学の視点からヨーロッパ

の人間の尊厳の概念を再検討した著作であり、本論文と問題意識を共有するものである。  
6 Kant(1956)A:428.（アカデミー版のページ数を示す）。  
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ーロッパ古代・中世・ルネサンスにおいて理解されてきた「人間の尊厳」と同一線上にあ

ると考えられる。  

カントは人格と物件を峻別したのち、定言命法の第二方式を定義する。「汝の人格 Person

やほかのあらゆるひとの人格のうちにある人間性 Menschheit を、いつも同時に目的として

扱い、決してたんに手段としてのみ扱わないように行為せよ」7。この定式によると、そ

れぞれの人格のうちには、人間性 Menschheit なるものが存在している。そして私たちは、

その人間性を、いつもそれ自体目的として扱わなければならず、決してたんなる手段とし

てのみ扱ってはならない、とされるのである。この人間性とは何かということであるが、

高田純の考察によれば、カントにおいて Menschheit は多義的に使用されるが、この場面で

の Menschheit は人間の普遍的本質あるいは本性のことであり、さらには類としての人間す

なわち人類をも意味する。そして、その類的な本質である Menschheit が人格に内在化され

たときに人格性 Persönlichkeit となる。したがって、カントが Menschheit と書くときには、

その意味するところは Persönlichkeit よりも広いと考えなければならない。というのも、人

間が様々な素質を発達させるのは個々人ではなく人類としてであるというのがカントの

基本的な人間観だからである 8。したがって、「汝の人格やほかのあらゆるひとの人格のう

ちにある人間性」という言葉は、道徳的主体としての人間個人の内側には、けっしてその

人間個人には還元され得ないような、人類次元の類的な本質である人間性なるものが存在

しているのだ、というふうに読むべきなのである。そして、そのような類的な本質として

の人間性を内在させている人間個人というものを、私たちはいつもそれ自体目的として扱

わなければならず、けっしてたんなる手段としてのみ扱ってはならない、ということにな

るのである。  

そしてカントは、定言命法の他の方式を検討した後に、「尊厳」について次のように語

る。 

 

目的の国においては、すべてのものは、価格
．．

Preis をもつか、尊厳
．．

Würde をもつか、そのいずれ

かである。価格をもつものは、そのもののかわりになにかほかのものが等価物
．．．

とされることが

できる。これに反して、あらゆる価格を超えていて、したがっていかなる等価物もゆるさない

ものは、尊厳をもつのである。 9 

 

目的の国では、すべてのものは、交換可能な「価格をもつもの」と、交換不可能でかけ

がえのない「価格を超えたもの」に分かれる。そしてこの「価格を超えたもの」こそが、

「尊厳」をもつとされるのである。「価格を超えたもの」とは、それ自体が目的となるも

ののことである。  

ところで、理性的な存在者がそれ自体目的となるためには、道徳性をもたなくてはなら

ないとカントは言う。したがって、理性的な存在者が、道徳性をもつとき、その理性的な

                                                   
7 Kant(1956)A:429. 翻訳は宇都宮芳明に従った。  
8 高田純（2009）、135-136 頁。保呂篤彦もそのような理解をしている（保呂（2003）、4 頁）。  
9 Kant(1956)A:434. 強調原著。  
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存在者は価格を超えたものとなり、「尊厳」をもつものとなるのである。カントは次のよ

うに書いている。「道徳性と、道徳性をそなえることができる人間性とが、それのみが尊

厳をもつ当のものである」10。すなわち、人格が内在させている類的な本質としての人間

性 Menschheit こそが、尊厳 Würde の担い手なのである11。 

カントによれば、この人間性の核心部分にあるのは「自律 Autonomie」である。「自律が、

人間およびあらゆる理性的存在者の尊厳の根拠である」12。自律とは、自己立法自己服従、

すなわちみずから普遍的な法則を定めると同時にその法則にみずから服従することであ

る。「人間性の尊厳は、この普遍的に立法する能力のうちにこそ存するのであって、それ

はたとえこの立法に同時に自らが服従するという条件を伴うにしても、そうなのである」

13。「尊厳」を支えるものは「自律」であることがここに示された 14。 

さて、定言命法の第二方式に戻ろう。「汝の人格 Person やほかのあらゆるひとの人格の

うちにある人間性 Menschheit を、いつも同時に目的として扱い、決してたんに手段として

のみ扱わないように行為せよ」。ここで、なぜ人間性をつねに目的として扱い、たんに手

段としてのみ扱わないようにしないといけないのかといえば、人間性の核心部分に自律が

あり、そこに尊厳が存するのであるから、私たちは他人の人間性からけっして自律を奪っ

てはならないからである。自律を奪わないということを言い換えると、つねに目的として

扱い、たんに手段としてのみ扱わない、ということになるのである。そのような他人の人

格の取り扱いによって、他人の尊厳が守られるからである。  

このように考えるならば、カントの定言命法の第二方式によって、「人間の尊厳」の概

念に、まったく新しい次元が付与されたと見ることができる。というのも、外部からの暴

力が人間を一方的に手段化し、その人間から「自律」を奪おうと襲ってきたときに、「自

律を奪ってはならない、なぜなら自律が奪われることによってその人間の尊厳が破壊され

るからだ」という理由でもってその暴力に抵抗することができるからである。「人間の尊

厳」は、外部からの暴力を撃退するための「抵抗原理」として働くのである。  

このように考えてみると、「人間の尊厳」というものは、外部からの暴力によって破壊

されることがあり得るということになる。であるから、それをなんとしてでも破壊から守

らなければならないのである。この考え方は、ドイツ連邦共和国基本法（ボン基本法）に

                                                   
10 Kant(1956)A:435. 
11 カントは『人倫の形而上学』において、尊厳の担い手である人間性のことを、内的自由をそなえ

た homo noumenon（本体人）としている（Kant(1954)A:418）。また尊厳は「絶対的な内的価値 ein 

absoluter innerer Wert」（Kant(1954)A:435）「失いえぬ尊厳（内的尊厳）eine unverlierbare Würde (dignitas 

interna)」（PB:287）とも言われる。（PB は Philosophische Bibliothek 版の略号である。）  
12 Kant(1956)A:436. 
13 Kant(1956)A:440. 
14 カントは『人倫の形而上学』において、「尊厳」についてさらに考察を加えている。重要な箇所

を引用しておく。「ところが、人間の、単に
．．

道徳的存在者（その動物性には目を向けずに）とし

ての自己自身に対する義務に関して、この義務は、人間の意志の格率がかれの人格における人間

性の尊厳
．．

と一致するという、形式的なところ
．．．．．．．

に存している。それゆえ、道徳的存在者であるとい

う卓越性
．．．

Vorzug、すなわち原理に従って行為するという卓越性、つまり内的自由なるものを、人

間が自己自身から奪って、そのことにより自己を、単なる傾向性に翻弄されるもの、つまりは物

件にしてはならないという禁止のうちに、その義務は存しているのである」（Kant(1954)A:420 強

調原著）。  
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までもつながるものであろう。その第 1 条第 1 項は「人間の尊厳は不可侵である。これを

尊重し、および保護することは、すべての国家権力の義務である」とされており、「人間

の尊厳」は時と場合によっては破壊されることがあり得るから、それを「尊重し、および

保護する」ことが国家権力の義務として定められていると読める。  

しかしながら、ここで難しい問題が生じる。カントに即して考えるならば、「尊厳」と

いうのは「人間性 Menschheit」という人類次元の類的な本質に存するのであるから、ある

人間の自律が外部からの暴力によって奪われたとしても、そのことによってその人間個人

の内部の人間性が破壊されることはあり得ないし、その人間性に存する「尊厳」が破壊さ

れることもまたあり得ないということになりそうだからである。たとえ、その暴力によっ

てその人間がいくら悲惨な状況に陥ったとしても、その人間に内在する「尊厳」はけっし

て破壊されないという結論になりそうだからである。破壊されるのは、たかだかその人間

個人の「自由」や「人権」であって、けっして類的な「尊厳」ではないからである15。 

もしカントの言う「人間性」を徹底して類的な本質として解釈し切るとすれば、たしか

にそのようなことになるだろう。いかなる暴力も人間から「尊厳」を奪うことはできない

というのである。これは直観的には受け入れがたい結論であり、今日私たちが「尊厳」と

いう言葉を使うときの標準的な考え方からは逸脱している。たとえば、ある女性が身体を

拘束され、意に反して繰り返し無残にレイプされたとしよう。このときに、この女性から

何か決定的に尊いものが奪われたと感じない人がいるだろうか。その尊いものこそが「尊

厳」でなくて何であろうか。  

しかしながら、このようなケースにおいて、「しかしその女性から尊厳はけっして奪わ

れなかった」とする考え方があり得ないわけではない。もしそれがあり得るとすれば、そ

れは極端に強力な何ものかを「尊厳」という概念に付与していると言える。それは何かと

いうと、「たとえいくら私が無残に蹂躙されようとも、そしてその結果として私が絶望と

自己否定のどん底に突き落とされようとも、私が自分の人生の先端を内側からありありと

生きているというそのことはまったく完全無欠であり、まったく破壊されておらず、まさ

にこのこと自体が真の意味での尊厳なのだ」という極端に強力な世界の見方である。 

カントはおそらくこのようなことは考えていないし、自己立法自己服従という意味での

自律の思想はこのようなことまでをも包み込みはしないだろう。この点は、カントの尊厳

概念がかかえる難問のひとつである。品川哲彦は、Menschheit が人類を含意していること

を指摘したのち、カントのこの箇所をめぐって「個人の尊厳」と「類の尊厳」のあいだの

緊張が存在することを、バイエルツの議論を引きながら議論している。品川は、人格と身

体のつながり、人間と人類のつながりを重視する「ふくらみのある尊厳概念」の方向へと

議論を開こうとする16。 

私は以上の考察から、ひとつの重要な論点を抽出したい。それは、「人間の尊厳」には、

                                                   
15 高田（2009）もまた、「人間性の手段化」という言葉を真正面から受け止めると、それは「理解

が困難」となると述べる。なぜなら、「手段化されるのはなんらかの具体的なものであろう。人

間の普遍的本質という意味での人間性（とくに規範的意味での）の手段化は想定しにくい」から

である（140 頁）。  
16 品川哲彦（2010）、1-5 頁。  
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破壊される可能性のあるものと、けっして破壊され得ないものの二種類があるのではない

かという論点である。これはカントが「尊厳」を人類の類的な本質としてとらえたことに

よって浮上したものであり、カントを通過してはじめて明瞭になったものである。この視

座を持ちながら、いったんカントを離れ、私自身の「尊厳」の考察へと移っていくことに

する。  

 

 

３ 「人間のいのちの尊厳」とは何か  

 

前節では少しばかり先走ってしまったので、もう一度最初に戻って考え直してみる。私

はまず非常に素朴な直観からスタートしたい。それは、人間のいのちには、何か非常にか

けがえのなく尊いものがあるに違いないという直観である。そしてそれは非常にかけがえ

のなく尊いものであるがゆえに、私たちはその尊さを全力で守らなければならない。なぜ

その尊さを全力で守らなければならないのかというと、もしその尊さが破壊されてしまっ

たならば、人間は生を悔いなく生き切ることができなくなるからである。私たちが全力で

守らなくてはならないものは、そのくらい尊いのである。私たちが守るべきこの尊いもの

のことを「人間のいのちの尊厳」と呼ぶことにしたい。  

すなわち、「人間のいのちの尊厳」とは、いのちというあり方をした人間が生を全うす

ることができるために守られるべき尊いもののことであり、けっして破壊されてはならな

いようなかけがえのない大切なもののことである。ここにおいて「生を全うする」とは、

自己意識をもって生を生きている人間にとっては「生まれてきて本当によかった」と思え

るように生きることを意味し、そうでない人間にとっては現に持って生まれた身体の全体

性を保持したまま生と死のプロセスを歩むことができることを意味する17。後者が具体的

に何を意味しているのかは、後に詳述する。  

「人間のいのちの尊厳」とは、生を全うするために守られなくてはならないもの、破壊

されてはならないもののことである。生を全うするための大事な条件として、「人間のい

のちの尊厳」があるのである（これについては後述）。「人間のいのちの尊厳」は、人間が

生きていくための目標にはならないし、生きる意味でもない。「人間のいのちの尊厳」が

確保されたからといって、ただちに人間が幸福になるわけでもないし、生きる意味が見つ

かるわけでもない。私たちは「人間のいのちの尊厳」を獲得することを目指して生きるわ

けではない。私たちは、「人間のいのちの尊厳」をいわば土台として、その上に立って、

自分の悔いのない人生を形作ろうとするのである。私たちがなすべきことは、まず前提と

して「人間のいのちの尊厳」を全力で守ること、もしそれが破壊されたならばそれを再構

築すること、そしてそのうえでの目標として、そのようにして保全された「人間のいのち

の尊厳」を土台としてそれぞれの悔いのない人生を生き切ろうとすることである。  

さて、「人間のいのちの尊厳」は、「いのち」というあり方をした人間にとっての尊厳で

                                                   
17 「生まれてきて本当によかった」のことを私は「誕生肯定」と呼んできた（森岡正博（2011））。

「生を全うする」とは何かについてはさらに哲学的に掘り下げなければならない。  
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ある。「いのち」というあり方については、本論文の冒頭でその 3 つの側面を具体的に示

した。すなわちそれは、（1）人間がこの世で一度きりの人生を生きること、（2）人間が身

体を生きるというかたちで存在していること、（3）世代間・社会・大自然のつながりのな

かで人間がはじめて生きていけること、の 3 つであった。「人間のいのちの尊厳」に対し

てもまた、これら 3 つの側面から光を当てることができると考えられる。  

すなわち、「人間のいのちの尊厳」は、（1）人間がこの世で一度きりの人生を生きると

いう意味での「人生の尊厳」、（2）人間が身体を持って生きるという意味での「身体の尊

厳」、（3）人間がつながりのなかではじめて生きていけるという意味での「生命のつなが

りの尊厳」という 3 つの尊厳によって構成される。以下、この 3 つについて順番に詳しく

考察していくことにしたい。  

 

 

４ 人生の尊厳（「人間のいのちの尊厳」その１） 

 

「人生の尊厳」とは、いのちというあり方をした人間が、「人生を生きる」という局面

において生を全うすることができるために守られるべき尊いもののことであり、けっして

破壊されてはならないようなかけがえのない大切なもののことである 18。 

まず「人生」とは何だろうか。「人生」とは、生を生きる私自身の視座から見えてくる

人間のいのちのあり方である。そのような視座から見たときにまず言えることは、私は気

がついたら存在しており、そしてまだ死んでいないということである。私がこれまでの生

の軌跡を振り返ったときにそこに広がって見えるもの、そしてこれからの生の進路を想像

したときに予感されるもの、それを合わせたものが「人生」である。そしてこの世での人

生を考えたときに、私は無限の過去から存在し続けているわけではないし、無限の未来に

わたって存在し続けるわけでもない、ということがリアリティとして迫ってくる。私のこ

の世での人生には限りがある。そしてその人生は、一度きりしかない。過ぎ去った生はも

う二度と戻ってはこない。今より若かった頃の私の生を、私がもう一度生きることは不可

能である。「人生」について、これらのことが論理的に導かれる。 

ここで、「人生」にいったいどのような尊さ、かけがえのない大切さがあるのかについ

て考えてみよう。まず、人生は一度きりしかないし、過ぎ去った生はもう二度と戻っては

こない、だから人生はそのすべての瞬間が尊いということが言えるであろう。もし人生を

何度も経験でき、過ぎ去った生であってもまたふたたび経験できるのだとすれば、そのよ

                                                   
18 安藤泰至（2001）もまた、「人生の尊厳」という概念を提唱している。安藤によれば、「人生の

尊厳」とは「「自分自身にしか生きることができない固有の生」がもつ尊厳」のことである（18

頁）。また安藤は「いのちの尊厳」を、「他のいのちに触れることによって、そうしたつながり

の中で現われてくるもの」だとする（23 頁）。そしてこのような「いのち」と「いのち」の出会

いはどこか「向こう側」からやってくるのであり、このような視点が重要であるとする（24 頁）。

そして、「個々の人間によってしか生きることのできない、一回限りの生として、個を超えた「い

のち」が生きられており、それが実現されている」ということへの気づきが、尊厳と結びつけら

れている（27 頁）。安藤の考察は、本論文の視座と重なっており、重要な先行研究であると言え

る。  
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うな人生は「かけがえのないもの」ではなくなり、したがって尊いものではなくなってし

まう。人生は一度きりであるからこそ、過ぎ去った生はもう二度と戻ってこないからこそ、

人生のすべての瞬間は尊く、かけがえのないものなのである。  

第二に、私の人生を内側から生きている主人公は私でしかあり得ないという事実がある。

これは、たとえ私の人生にどんな悲惨なことが起きたとしても、たとえ私の人生が誰かに

よって奴隷状態にされたとしても、たとえ私の人生がこれ以上ない絶望と自己否定に陥っ

たとしても、その人生を内側から生きている主人公は私でしかあり得ないということを意

味している。私はここに、人生の尊さとかけがえのない大切さを見る。なぜかと言えば、

たとえそのような絶望と自己否定に陥っていたとしても、その絶望や自己否定は私がそれ

らを経験しているという事態を殺すほどの力を持ち得ていないわけであるし、たとえ誰か

が私を奴隷状態にして支配したとしても、その人間はその奴隷状態の私の人生を私が主人

公となって生きているという事態を支配することができないからである。もちろん、絶望

や自己否定によって私が自殺することはあり得るし、誰かが私の精神を奴隷状態にして支

配することもあり得る。しかしそのときでもなお、自殺へと向かう私の人生を内側から生

きている主人公は私でしかあり得ないし、奴隷状態の精神を奴隷として内側から生きてい

るのもまた私でしかあり得ないという点に、私は尊さとかけがえのない大切さがあると考

えるのである。  

第三に、私の人生は一度きりしかないのであるから、私の現実のこの人生の全体を、他

の内容をもった想像上の反事実的な私の人生の全体と比較して、あっちのほうが良かった

とか悪かったとか言うことは、本来比べられない二つのものを比べていることになり、論

理的に意味のないことをしているのである。もちろん、私が経験し得たであろう想像上の

反事実的な二種類の私の人生の内容を比較することは意味がある。その二つはともに私の

現実のこの人生ではないのであり、比べられる二つの反事実的な人生は存在として同等の

次元にあるのだから、その二つを比べることには意味がある。しかしながら、私が現実に

生きているこの人生の全体と、想像上の反事実的な私の人生の全体は、存在としてまった

く異なった次元にあるのであり、正当に比較することはできない。  

ここから、私の人生は一度きりしかないのであるから、それは他との比較を絶した価値

を持っているということが導かれる。俗に、成功した人生とか失敗した人生ということが

言われるが、私の人生は一度きりしかないのであるから、一度きりしかない人生に成功も

失敗もないということになる。私はここに、人生の尊さとかけがえのない大切さを見る。

なぜなら、たとえ社会的に見てこのうえない失敗を犯した人生であったとしても、私の人

生は一度きりしかないのであるから、それは実のところ人生の失敗でもなんでもないわけ

である。たとえ私が他人を絶望に突き落とすようなことがあったとしても、たとえ私が他

人の生命を奪う殺人者となったとしても、私の人生はけっして失敗であったとは言えない

のである。良識的な感覚からすれば受け入れられない見解かもしれないが、私は人生とい

うものがこのような性質を本質として持っているところに、根源的な尊さを見るのである。 

第四に、私の人生において、私はまだ死んでいないという状態にある。ということは、

人生を内側から生きる私にとって、つねに何らかの未来が待ち受けているのである。その
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未来は私の死の直前まで開けている。ということは、もし私がこのうえない絶望や自己否

定に陥っていたとしても、私が死んでしまうその最後の瞬間まで、私にはその絶望や自己

否定を脱出する可能性が論理的に開かれているのである。もちろん実際にそこから脱出で

きるためには、大きな自己変容と、何かの幸運のようなものが必要であろう。しかしそれ

でもなお、そのようなものが働いて私がそこから脱出できる可能性は、私が死んでしまう

その最後の瞬間までつねに開いているのである。私はここに、人生の尊さとかけがえのな

い大切さを見る。人間は、その最後の瞬間まで、変わることができる。これは人間が人生

から贈られている最大の希望である。もちろんこれを逆から見れば、たとえ人間が希望に

満ちており、自己肯定に満ちていたとしても、それは未来においてつねに絶望と自己否定

へと転換する可能性をもっていることになる。しかしそれでもなお、その絶望と自己否定

から人間はふたたび脱出することが可能なのであり、その可能性はけっして揺るがないの

である。ヴィクトール・フランクルの言葉を用いて言えば、「それでも人生にイエスと言

う」ことができるようになる可能性は、どんな人間であってもつねに開かれているのであ

り、その人間がどんな絶望に陥っていようともその可能性は開かれているのである。これ

こそが人生の尊さであろう。  

以上を総合すれば、人生の根本的な尊さとは、（1）人生が一度きりしかないこと、（2）

人生の主人公は私でしかあり得ないこと、（3）人生には成功も失敗もないこと、（4）最後

の瞬間まで絶望から脱出できる可能性が開けていること、の 4 点にまとめることができる

19。「人生の尊厳」とは、これら 4 つのことであると考えてよいのであるが、その前に確認

しておかなければならないことがある。  

というのも、「人生の尊厳」とは、「どうしても守られていなければならない尊いもので

あり、けっして破壊されてはならないようなかけがえのない大切なもの」であるのだが、

ここにあげた人生の 4 つの根本的な尊さは、けっして破壊されることがないからである。

たとえば、人生が一度きりしかないことは論理的な必然であり、いかなる力をもってして

もそれを破壊することはできない。同様に、人生の主人公は私でしかあり得ないこと、人

生には成功も失敗もないこと、最後の瞬間まで絶望から脱出できる可能性が開けているこ

とについても、論理的な必然であり、何によってもけっして破壊されることはない。それ

らは破壊されることがないから、それを破壊から守ることも必要とはされない。  

すなわち、これらの 4 つの尊いものは、人間の人生においてダイヤモンドのように硬く

光り輝いており、破壊されて輝きを失うことなどけっしてないのである。これらは、「ど

うしても守られていなければならない尊いものであり、けっして破壊されてはならないよ

うなかけがえのない大切なもの」であるのだが、しかし実際にはいかなる力をもってして

も破壊されることのない、最硬質の尊さである。私はこれら 4 つを「破壊不可能な人生の

尊厳」と呼ぶことにしたい。以前にカントの人間性を考察したときに出てきた、けっして

破壊され得ない尊厳というのは、まさにこのことを指している。身体を拘束され、意に反

して繰り返し無残にレイプされたとしても、その被害者におけるこの 4 つの人生の尊厳は

                                                   
19 この 4点で人生の尊さが尽くされているということではない。他の種類の尊さも当然のごとくあ

り得るであろう。  
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けっして破壊されることがない。私たちの直観には反するかもしれないが、それらは破壊

されない。ちょうど大火で全焼した建造物の焼け跡から発見された金庫の内部で光り輝く

ダイヤモンドのように、それら 4 つの人生の尊厳は、けっして破壊されることなく存在を

続けるのである。人生の尊厳ということを考えるときの極北の姿がここにある。この意味

での尊厳が、いかなる大火をもくぐり抜けることができるからこそ、人間はいかなる絶望

的な経験をしようとも未来に向けて人生を切り開いていける可能性を原理的にもつので

ある。まずはこの点を冷徹に確認しておきたい。  

そのうえで、考察をもう一歩進める必要がある。  

さきほどのレイプ被害を受けた女性における「人生の尊厳」はけっして破壊されないと

しても、その女性の人生において、それに匹敵する何か非常に尊いものが決定的に破壊さ

れたということが言えなくてはならないはずである。では、いったい何が破壊されたので

あろうか。それは、その女性から、「自分の人生には破壊不可能な尊厳がある」という「実

感」が決定的に破壊されたのである。その女性が「自分の人生には破壊不可能な尊厳があ

る」というありありとした「実感」をもって自分の人生を前向きに生きていく可能性が、

レイプの被害によってその女性から決定的に奪われたのである。人生が一度きりしかない、

人生の主人公は私でしかあり得ない、人生には成功も失敗もない、最後の瞬間まで絶望か

ら脱出できる可能性が開けているというありありとした実感をもって、自分の人生を前向

きに切り開いて生きていく可能性というものが、その冷酷な行為によって彼女から奪われ

たのである。レイプは魂の殺人と言われるが、そう呼ばれるに値することが起きたのであ

る。 

人間は、「自分の人生には破壊不可能な尊厳がある」というありありとした「実感」を

もってはじめて、自分の人生を前向きに切り開いて生きていくことができる。その「実感」

が揺らぎはじめたとき、人間は何か言葉にならない不安に襲われ、自分をその基盤におい

て支えてくれそうなものを探し求めるようになる。そしてその「実感」が破壊されたとき、

人間は自分の人生を前向きに切り開いて生きていくための基盤を見失い、表面上は普通の

生活をしているように見えても、その精神の奥底では未来の見えない果てしない暗闇へと

落ち込んでいくようになるのである。  

このような意味での尊厳を、「破壊可能な人生の尊厳」と呼ぶことにする。「破壊可能な

人生の尊厳」とは、「私の人生には〈けっして破壊されることのない人生の尊厳〉がある」

という「実感」をもって私が自分の人生を前向きに切り開いて生きていくことができるよ

うな状態になっていることである。それは生を全うすることができるためにどうしても守

られていなければならない尊いものであり、けっして破壊されてはならないようなかけが

えのない大切なものである。このようなことが言えるであろう20。 

ではこのような意味での「人生の尊厳」が破壊されるのはどのようなときだろうか。他

                                                   
20 「実感」という概念によって「人生の尊厳」を規定することは、カント的に考えれば人間の身体

性や傾向性の次元によって尊厳を基礎づけることを意味するから、反カント的であるとみなされ

ることになるだろう。しかしながら私は人生を生きるという文脈においては「実感」というもの

を非常に重要で根本的なものであると考えている。私の「人間のいのちの尊厳」論は、まずこの

点においてカントと袂を分かつことになる。  
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人からの暴力、虐待、内面の支配などによってそれが破壊されることがあるのはすでに述

べた。そのほかに、まず社会からの抑圧によって破壊されることがある。たとえばあるエ

スニックグループや女性たちが大きな偏見にさらされて無力化されるとき、彼らの人生の

尊厳が破壊されることがある。そのような力は外部から襲ってくるだけではなく、内部か

ら沸き上がってくることもある。たとえば徹底した自己否定や、不幸な事故にあったとき

のトラウマや、脳内物質のバランスの崩れなどである。あるいは「愛という名の支配」に

よって人生の尊厳が破壊されることもある。これらのケースについては、現実の場面でさ

らに詳しく考察されなければならない。  

私は「人生の尊厳」を、「人生を生きる」という局面において生を全うすることができ

るために守られるべき尊いものというふうに規定した。では、「人生の尊厳」と「生を全

うする」こととの関係はどうなっているのだろうか。「人生の尊厳」は生を全うすること

ができるために守られるべき尊いものであるが、しかしながらそれは生を全うすることが

できるために必要な絶対条件とまでは言えない。なぜなら、「人生の尊厳」が守られてい

なくても、ある人間が「人生の尊厳」が破壊された生を結果的かつ偶然的に生き抜いて全

うすることはあり得るからである。人間が実際に生き抜く生というのは、それほどまでに

強力なものを秘めている。しかしながらそれを理由として、「社会全体で人生の尊厳が必

ずしも守られなくてもよい」ということにはならない。すべての人間の「人生の尊厳」が

守られるようにしなくてはならないというのは、それを守られなくても生を全うすること

のできる人間がいるということによっては覆すことのできない最低限の義務だろう。  

ここから、他人の「人生の尊厳」は守られなくてはならないという結論が導かれる。こ

こまで、「人生の尊厳」について、私は人生を内側から生きる主人公の視点に立って考え

てきた。しかし「人生の尊厳」は、一人称の私にだけ適用される概念ではない。一人称の

私と同じ構造の人生を生きているとみなすことのできる他人についてもまた、その「人生

の尊厳」は守られなくてはならないのは当然である。他人の人生を、何か別のもののため

の単なる道具として扱ったり、それを外部から支配してはならないということである 21。

私の「人生の尊厳」だけではなく、他人も含めたすべての「人生の尊厳」が守られなくて

はならないのである。カントの尊厳の第二方式は、その一部がここに組み込まれることに

なる。  

 

 

５ 身体の尊厳（「人間のいのちの尊厳」その２） 

 

「身体の尊厳」とは、いのちというあり方をした人間が、「身体を生きる」という局面

において生を全うすることができるために守られるべき尊いもののことであり、けっして

破壊されてはならないようなかけがえのない大切なもののことである。  

                                                   
21 ただし、「他人」とは何かという哲学的問題が残る。これは巨大な問いであり、避けて通ること

はできない。「他人の人生」とは何か、それは「私の人生」とどう違うのかという点などについ

ては、他の論文で詳述する予定にしている。森岡正博（2013a）参照。  
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「身体」とは、人間が世界に具体的に関わろうとするときにどうしても通ることが必要

な通路のことである。「身体」は細胞からできているが、人工臓器や人工付着物が組み込

まれていることがある。「身体」は「いのち」が物化したものであるとも言える。本論文

冒頭でも述べたように、「身体を通して人と人は交わることができ、身体を通して人は生

物活動を維持することができる。人間の再生産もまた身体を通してなされる」と言える。 

「身体の尊厳」をひとことで言えば、まるごとの身体（身体の全体性）が外部からの侵

襲にさらされておらず、単なる物体以上のものとして扱われることである。「まるごとの

身体（身体の全体性）」という概念を、私は脳死臓器移植の議論を手がかりにして提唱し

た。あまり知られていないが、脳死の子どもの身体は、完全な脳死状態であるにもかかわ

らず、身長が伸び、体重が増え、手足をよく動かすことがある。それは法律的には「成長

する死体」なのである。これは、私たちがイメージする一般の死体の観念とはかけ離れて

いる。このように身体全体で成長しようとしている脳死の身体については、「まるごと成

長し、まるごと死んでいく自然の権利がある」と考えるべきだというのが私の主張だった

のである。ここで言う「まるごと」とは、身体が外部の欲望による侵襲を受けないことを

意味している。他人の欲望をかなえるために切り刻まれたり、臓器を取り出したりされな

いということである。とくに幼くして脳死になった子どもは、臓器摘出について意思表示

をしていないがゆえに、この自然の権利が発動して、その脳死の子どもの身体は守られる

のである。それが「自然の権利」であるというのは、ちょうど生命権や自由権のように、

すべての人間に生まれながらにして天から与えられた破壊不可能な権利として、すべての

人間の身体にはまるごと成長しまるごと死んでいく権利があるということを意味してい

るのである。医療技術の進んだ 21 世紀に是非とも必要な新たな「自然の権利」として、「ま

るごと権」を認めていくべきではないかと私は考えたのである 22。このときただちに、本

人の意志によってこの権利を放棄することができるのではないかという論点が立ち上が

ってくる。脳死臓器移植においては、それは意思表示カードという形を取ることになる。

この点をどう考えればいいかについては、のちほど詳述することにする。  

では、「身体の尊厳」とは何かについて、もう少し細かく見ていきたい。  

第一に、「身体の尊厳」とは、人間の身体において、まるごと成長し、まるごと死んで

いく自然の権利が守られていることである。人間の身体はその生まれたまるごとのままで

成長し、死んでいけるようになっていなくてはならないのである。その身体の外部にある

欲望、たとえば脳死の子どもの身体から臓器を取り出して病気を治したいというような欲

望によって、その子の身体の一部が切除されて取り出されたり、身体の大部分がバラバラ

に解体されたりすることがないということである。人間の身体は、たとえ脳死状態になっ

たとしても、たえず成長し、死へと向かう生命存在であるという点に注目しなければなら

ない。まるごとのまま、全体性を保ったままで、成長と死のプロセスを歩んでいくことそ

れ自体の尊厳というものが、ここで意味されているのである。「身体の尊厳」の概念には、

「いのち」のあり方をして生死を歩むものとしての身体という視点が濃厚に埋め込まれて

                                                   
22 森岡正博（2013b）。  



「人間のいのちの尊厳」についての予備的考察（森岡正博） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.8 2014 

 

46 

 

いるのである。  

脳死の身体に限らず、たとえば体外で作成された受精卵に対しても「身体の尊厳」は守

られなければならないから、体外で作成された受精卵については、それを破壊することは

「身体の尊厳」の破壊であることになる。受精卵については、それを破壊することなく観

察するというのが許容ラインとなるだろう 23。胎児については後述する。  

6 年ほど前に、マンションの一室で女性が殺され、その身体が犯人によって細かく裁断

されてトイレに流されたり生ゴミとして捨てられたりした事件があった 24。警察は、トイ

レの配管に残っていた人体組織を発見した。この事件を知ったときに、私は単なる殺人事

件を超えるようなおぞましさを感じたのだが、そのおぞましさの原因がどこにあるのか理

解できなかった。このおぞましさこそ、人間のまるごとの「身体の尊厳」が、外部の人間

の欲望によって徹底的に破壊されたこと、そしてそれらがまるで単なる生ゴミや糞便のよ

うに捨てられ流されたことに対するおぞましさだったのである。  

第二に、「身体の尊厳」とは、ある人間の身体が外部の人間の欲望によって完全に支配

されるというようなことが起きていないことである。ひとことで言えば、人間の身体がけ

っして他人の奴隷として使用されたりしない、ということである。たとえば過酷な労働現

場において、労働者の身体が意に反した不当な暴力や契約によって奴隷のように拘束され、

虐待され、支配されることがあると報告されている。肉体労働、デスクワーク、セックス

ワークなど労働の種類を問わず見られる現象である。それらの労働現場において、それら

の拘束や支配が起きないようにすることが「身体の尊厳」を守ることである。労働現場の

みならず、教育現場（体罰など）や、家庭環境（DV、児童虐待など）や、親子関係（デ

ザイナーベビーなど）においても、同様のことが発生し得るであろう。カントの尊厳の第

二方式の一部は、ここに組み込まれる。  

先に、私は、「身体を拘束され、意に反して繰り返し無残にレイプされたとしても、そ

の被害者におけるこの 4 つの人生の尊厳はけっして破壊されることがない」と書いた。こ

れを「身体の尊厳」という言葉で書き換えれば、たとえある人間の「身体の尊厳」が徹底

的に破壊されたとしても、その人間の「破壊不可能な人生の尊厳」はけっして破壊される

ことがない、ということになるだろう。  

第三に、「身体の尊厳」とは、人間の身体がたとえ本来の機能を大きく失い、醜くなり、

汚くなり、役立たずになったとしても、その身体が単なる物体以上のものとして扱われる

ことであり、健康な人間の身体が受けるべき敬意と同様の敬意をもって、その人間の身体

が扱われることである。このような意味での「身体の尊厳」は、医療や介助や介護の現場

で、人々を悩まし続けている問題である。老いて身体を自力で動かせなくなり、言葉を明

瞭にしゃべることができなくなり、記憶力が落ち、排泄を他人にまかせきりになり、認知

症を発症するようになった人間の身体は、健康な人間の身体よりも一段低い価値しかない

ものであるかのように扱われがちであるし、ときには単なる物体のように右から左へと処

理されるのである。そのように扱われるとき、その人間の「身体の尊厳」は破壊されてい

                                                   
23 生命倫理のその他のケース、たとえば尊厳死などについては森岡（2013b）にて論じた。  
24 いわゆる 2008 年の江東マンション神隠し殺人事件。  
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る。たとえ言葉が理解されてないかもしれなくても、たとえ処置の内容が本人の精神には

届かないかもしれなくても、それでも健康な人間の身体に対して行なうときと同様の敬意

を持ってそれらのケアをすることが、それらの人間の「身体の尊厳」を守ることであり、

目指すべき理想はここにおかなくてはならない。  

たとえ自己意識や理性を失った身体であっても、その身体は「身体の尊厳」を持つ。あ

る看護師は、脳死患者の身体をケアするときでも、健康な人間の身体を前にしたときと同

じような態度で接していると私に語った。献体された医学解剖実習のための遺体を、敬意

をもって扱わなければならないのも、それが「身体の尊厳」を有しているからである。解

剖のための遺体であっても、いまだ最後の死のプロセスを歩んでいる途中であるという認

識が本来は必要なのである25。 

さて、以上のような「身体の尊厳」を守ることが、なぜ生を全うすることにつながるの

だろうか。先に述べたように、「生を全うする」とは、「自己意識をもって生を生きている

人間にとっては「生まれてきて本当によかった」と思えるように生きることを意味し、そ

うでない人間にとっては現に持って生まれた身体の全体性を保持したまま生と死のプロ

セスを歩むことができることを意味する」のであった。  

まず「身体の尊厳」には、自己意識をもって生を生きている人間の「身体の尊厳」と、

そうでない人間の「身体の尊厳」があるのであった。前者としては、自己意識をもって生

を生きている人間の身体が外部の人間の欲望によって完全に支配されないことや、その身

体が単なる物体以上のものとして扱われることが「身体の尊厳」であった（第二および第

三）。後者としては、人間の身体において、まるごと成長し、まるごと死んでいく自然の

権利が守られていることが「身体の尊厳」であった（第一） 26。 

自己意識をもって生を生きている人間の「身体の尊厳」（第二および第三）が守られる

ことが、「生まれてきて本当によかった」と思えるように生きることにつながるのは理解

しやすい。また、そうでない人間の「身体の尊厳」（第一）が守られることは、その身体

が現に持って生まれた身体の全体性を保持したまま生と死のプロセスを歩むことと同一

である。したがって、「身体の尊厳」を守ることが生を全うすることにつながるのは明ら

かである。  

しかしながら、ほんとうの論点はそこにあるのではない。ほんとうの論点は、なぜ「生

を全うすること」として、第二および第三の「身体の尊厳」と、第一の「身体の尊厳」が

並列する形で含まれているのかという点である。すなわち、自己意識をもった人間が「生

まれてきて本当によかった」と思えるように生きることと、そうでない人間の身体が現に

持って生まれた身体の全体性を保持したまま生と死のプロセスを歩むことができること

が、いったいどういう関係にあるのかというのが問題なのである。  

これを正面から解決するのは非常に難しいのだが、そのかわりに、問題設定を次のよう

                                                   
25 現場ではかならずしもそのようには扱われていないと医師たちが語ることがある。またプラス

ティネーションなどをどう考えればいいかという難問もある。  
26 後者においても第三が考慮されるのであるが、この箇所の議論ではそれをひとまず除外して考

えておく。  
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に変えることでひとつの糸口を見出したい。読者や私のような人間は、受精卵の段階でそ

の身体が形成されたときにおいては自己意識をもっておらず、成長のどこかで生を生きる

自己意識的な主体となる。そしてある期間の生を過ごしてから、老いが進み、重い病気や

障害を抱えるようになる。そしてそれらが悪化して自己意識を失うに至って、またふたた

び自己意識をもたない身体となる。そしてその身体はしだいに機能を停止し、死に至るの

である。すなわち、ひとりの人間が生まれてから自己意識をもつまでのあいだは第一の「身

体の尊厳」が守られるべきであり、自己意識をもって生を生きているあいだはそれに加え

て第二および第三の「身体の尊厳」が守られるべきであり、生の終期において自己意識を

失ったときにはふたたび第一の「身体の尊厳」が守られるべきである、というふうになっ

ているのである。  

このときに、生の始期と終期において第一の「身体の尊厳」が守られるということが、

自己意識をもって生を生きている期間の人間が「生を全うする」こと、すなわち「生まれ

てきて本当によかった」と思えるように生きることに対して、大きな重要性を持つのでは

ないかと私は考えるのである。  

その理由であるが、まず生の終期については、私が自己意識を失った後、私の身体であ

ったところの身体の一部が他の人間の欲望によって切除されて取り出されたり、身体の大

部分がバラバラに解体されたりしないという意味での「身体の尊厳」が守られることが保

障されているとすれば、それは私に大きな安心感をもたらし、私がいまここで生を全うし

て生きることに対して肯定的な貢献をするであろう。次に生の始期については、私が自己

意識を持つ以前の段階で、私の身体になるであろう身体の一部が他の人間の欲望によって

切除されて取り出されたり、その身体の一部が外部の人間の欲望を満たすために改造され

たりしないという意味での「身体の尊厳」が守られていたとすれば、それは私に大きな安

心感をもたらし、私がいまここで生を全うして生きることに対して肯定的な貢献をするで

あろう（生の始期における本人のための医学的治療によって「身体の尊厳」が破壊される

のかどうかについては別途の議論が必要である）。  

したがって、生の始期と終期における第一の「身体の尊厳」を守ることは、自己意識を

もって生を生きている期間の人間が「生まれてきて本当によかったと思えるように生き

る」ことに大きな貢献をすると言えるのである。それを確認したうえで、もう少し先にま

で進んでみたい。  

私はかけがえのない一度きりの人生を歩んでいる。その人生は、私が自己意識をもつ前

の生の始期から発出してきたものであり、私が自己意識を失う生の終期へと没入していく

ものである。自己意識をもって人生を生きる私は、自己意識の存在しない生の始原から発

出し、自己意識の存在しない生の終局へと没入していくのである。私が生を全うするため

には、私がそこから発しそこへと還っていく生の始原と終局をあたかも「聖なる存在」で

あるかのように手つかずのまま保護し、誰の欲望によっても操作されることのできないも

のとして囲い込んでおくことが必要であると私は思うのである。すなわち、生の始期と終

期における第一の「身体の尊厳」を守ることがなぜ必要なのかと言えば、それが「いのち」

の世界において「聖なるもの」であるとされるべきだからであり、ここにおいて私たちは
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存在の始原と終局という超越的かつ宗教的なものに接続されているからである 27。 

ここで 2 つのことを補足しておきたい。  

まず、「人生の尊厳」の場合は、「破壊不可能な人生の尊厳」と「破壊可能な人生の尊厳」

があるのであった。では「身体の尊厳」の場合はどうであろうか。以前に、「身体の尊厳」

が破壊されたとしても、それにもかかわらず残り続ける「人生の尊厳」があるということ

は指摘した。それと同様に、「身体の尊厳」が破壊されたとしても、それにもかかわらず

残り続けるような身体の次元でのかけがえのない大切なものは、何かあるであろうか。私

はいまの時点ではこれに答えを出すことができない。ここにひとつの身体があったという

記憶のようなものや、身体がそれらの破壊をどこまでも受け入れ続けていくことなどが思

いつくが、それにどのような意義があるのかよく分からない。この問いについては答えを

留保し、後の課題にしたいと思う。  

次に、カントの尊厳概念の中核にある定言命法の第二方式「汝の人格やほかのあらゆる

ひとの人格のうちにある人間性を、いつも同時に目的として扱い、決してたんに手段とし

てのみ扱わないように行為せよ」は、私の言う「人生の尊厳」と「身体の尊厳」へと実質

的に分割して組み込まれることを以前に指摘した。すなわち、「人生の尊厳」の内部へは、

「他人の人生を、何か別のもののための単なる道具として扱ったり、それを外部から支配

してはならない」という命法として組み込まれ、「身体の尊厳」の内部へは、「人間の身体

はけっして他人の奴隷として使用されてはならない」という命法として組み込まれるので

ある。すなわち、カントの尊厳概念の核心部分は、私の提唱する尊厳概念に漏れることな

く受け継がれているのである。これを別の角度から言うとすれば次のようになるだろう。

「他人を道具や手段として扱うときには、他人の「人生の尊厳」と「身体の尊厳」がけっ

して破壊されないようにせよ」。これはカントが定言命法の第二方式で言いたかったこと

と一致する。この意味で、私の提唱する尊厳概念は、カントを受け継ぎ、それを拡張する

ものであると言える。しかしながら、その拡張はカントが想定していないところにまで及

ぶことになる。これまでの議論においてもすでにそうであったが、次節以降ではさらにそ

れが大幅に拡張され、まったくカント的ではないところにまで及ぶことになるであろう。 

 

 

６ 生命のつながりの尊厳（「人間のいのちの尊厳」その３）  

 

「生命のつながりの尊厳」とは、いのちというあり方をした人間が、「生命のつながり

を生きる」という局面において生を全うすることができるために守られるべき尊いものの

ことであり、けっして破壊されてはならないようなかけがえのない大切なもののことであ

る。冒頭で述べたように、「生命のつながり」は、（a）世代間における生命のつながり、（b）

社会における生命のつながり、（c）大自然における生命のつながり、の 3 つの局面におい

                                                   
27 このプロセスにおいて、「尊厳」は、ハイデガーの「存在」と接続することになるだろう。とく

に、存在がそこへと隠れることによってそこから現われてくるところの一種の始原というものが、

人間と身体と自然をつなぐ尊厳と接続する可能性があるように私には思われる。  
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て捉えることができる。この 3 つそれぞれにおいて、尊厳というものが考えられるのであ

る。 

「生命のつながりの尊厳」は、これまで述べてきた「人生の尊厳」「身体の尊厳」とは

異なった面を持っている。「人生の尊厳」は、人生を生きる私という主体にかかわる尊厳

であり、「身体の尊厳」は、人間の個体的な身体にかかわる尊厳であった。これに対して、

「生命のつながりの尊厳」は、ある人間と、その人間を取り巻くなにものかのあいだの「つ

ながり」にかかわる尊厳である。「人生の尊厳」「身体の尊厳」は個体的な尊厳であり、「生

命のつながりの尊厳」は関係的な尊厳であると言える。  

それでは「生命のつながりの尊厳」を 3 つの局面において見ていこう。  

 

（ａ）世代間における生命のつながりの尊厳 

人間は、前の世代から様々なものを受け渡され、そして今度は自分たちが次の世代に

様々なものを受け渡していく。世代を超えて受け渡されていくものとして、まず生物学的

な子孫がある。そして人間個体がこの世でなした行ないや生産物すべてが、何かの形で次

世代へと受け渡されていく。そのような世代を超えた受け渡しの中に埋め込まれながら人

間が生きていくことにおける尊厳とは、いったい何であろうか。  

それは、第一に、自分が死んだあとも、自分の同胞がこの世に存在していると確信でき

ることである。自分が死んだあとというのは、自分が実感をもって想像可能な近未来のこ

とである。自分の同胞とは、狭く考えれば自分の家族や親戚などの血縁集団、あるいは文

化・言語・価値・アイデンティティなどを共有する集団であり、さらに拡大すればエスニ

ック集団、国家、人類全体にまで広がる。同胞をどの集団でとらえてもかまわないが、そ

れが視野の届く近未来において滅亡せずに存在し続けていてくれると確信できること、そ

れが世代間における「生命のつながりの尊厳」である。なぜなら、そのようなことを確信

できてはじめて、人間は、時系列的な生命の連鎖において孤絶してはいないと実感するこ

とができるからであり、そしてその実感に支えられて、自分の生を全うしていくことがで

きるからである。  

第二に、自分たちの前の世代が作り出した様々なものの恩恵を得て、私たち現世代が生

を享受しているように、私たちがこの世で行なったことや作り出したものが、次世代へと

何らかの形で肯定的に受け渡されていくということを確信できること、それが世代間にお

ける「生命のつながりの尊厳」である。それは私ひとりが行なったことや作り出したこと

でなくてもいい。私がその一部であるところの何かの集団が、何かを肯定的な形で次世代

へと受け渡していくことを私が確信できるようになっているとき、そこに尊厳があると言

えるのである。なぜそれを尊厳と呼ぶのかという理由は、第一のものと同じである。そし

てこの世に生きるすべての人間が、そのような確信をもって生きることができるとき、こ

の社会は「生命のつながりの尊厳」に満ちた社会であると言えるはずだ。  

第一と第二の尊厳は、現世代がみずからの役割を無事に終えて、次の世代へと大事なも

のをバトンタッチしていくことを意味している。ここから導かれるのは、現世代が地球の

リソースを独り占めにして次世代に負の遺産を残すということを行なわないということ、
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すなわちサステイナビリティ（持続可能性）の重要性である。もうひとつは、現世代が自

分の席を次世代へときちんと譲り渡し、自分の存在を肯定的に終わらせることである。た

とえば現世代が次世代の人間に渡すべき遺産を次々と消費しながらいつまでも生き続け

るというような社会では、生命のつながりの尊厳は破壊されているはずだ。現世代が自分

の席を次世代へと譲り渡し、自分の存在を肯定的に終わらせること、そして各世代の人間

たちが順繰りに生を開花させていくこと、これを世代間における第三の「生命のつながり

の尊厳」と呼ぶこととしたい。  

 

（ｂ）社会における生命のつながりの尊厳 

人間はひとりで生きていくことはできない。人間は社会における相互のささえあいによ

ってはじめて生きていける。とくに人間の生の始まりと終わりにおいて、自分だけの力で

は生命を維持できないような状態であるとき、そのような側面がもっとも強く出てくる。

すなわち、社会における「生命のつながりの尊厳」とは、社会の中で自力で生活できる人

間たちと、自力で生活できない人間たちが、お互いにささえあって生きていけるようにな

っていることを意味する。  

たとえ健康に暮らしている人間や、社会の中で優位な地位に立っている人間や、スマー

トに人生を送ってきた人間であっても、いずれ病気や、老いや、障害によって、自力では

生活できない人間、他人より生活能力の劣った人間、足手まといだと言われるような人間

になって、死んでいくのである。健康なときに即死しないかぎり、これは誰にでも当ては

まることなのである。高齢化と医療化が進んでいる現代社会の大きな特徴だと言える。  

いくら優位な人間であっても、やがて劣位な人間になって死んでいくのである。このと

きに、他人の助けを借りないと生活できないようになった人間たちが、他人の助けを借り

なくても生活できるような人間たちによって、その生活をきちんとささえられていること

が、人が生を全うするためにどうしても必要なことである。そして、そのときに他人を助

けていた人間たちがいずれ弱者になったときに、今度は別の人間たちによってきちんとさ

さえてもらえるようになっていることが必要である。  

生の始まりにおいても同様である。生まれたばかりの新生児は、自力で生きていくこと

ができない。子どもたちが大きくなるまで、彼らをささえていかなければならない。また

妊娠中から出産後の期間の女性も助けを必要とする。子育てを行なっている人々に対して

は、社会からのサポートがどうしても必要である。出産や子育ての当事者たちを、回り持

ちで支え合っていく仕組みを作り上げなくてはならない。  

社会において、このような順繰りのささえあいの仕組みがきちんと整備されていること

が社会における「生命のつながりの尊厳」である。これは社会福祉というものを根拠づけ

る尊厳であると言ってよいだろう 28。 

この意味での尊厳についてさらに考えてみれば、それは、たとえ人間がどのような劣位

に置かれようとも、どのような足手まといの存在になろうとも、どのような機能を失おう

                                                   
28 森岡正博編著（1994）参照。  
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とも、あくまでひとりの人間として社会からささえられ、ひとりの人間として存在する価

値のあるものとして扱われるということを意味する。このような仕組みが社会に備わって

いてはじめて、自力で生活できる人もできない人も、心底安心して生を送ることができる

はずだ。私は以前にこのような安心感のことを「根源的な安心感」と呼んだ。すなわち「根

源的な安心感」とは「たとえ知的に劣っていようが、醜かろうが、障害があろうが、私の

〈存在〉だけは平等に世界に迎え入れられたはずだし、たとえ成功しようと、よぼよぼの

老人になろうと、私の〈存在〉だけは平等に世界に迎え入れられ続けていると確信できる」

という安心感のことである 29。社会における「生命のつながりの尊厳」は、このような意

味での「根源的な安心感」が社会全体において確保されていることであると言える。  

この考え方をさらに推し進めれば、どんな人間であれその存在は平等に社会に迎え入れ

られなくてはならないし、どんな人間であれ弱者になったときには平等にささえられなけ

ればならないということになるだろう。このように、すべての人間に対して存在とささえ

あいの平等が確保されていることを、社会における第二の「生命のつながりの尊厳」と呼

んでよいと私は考える。これは、後に述べる、すべての生まれ死ぬものの平等という考え

方につながっていくものである。  

 

（ｃ）大自然における生命のつながりの尊厳 

人間は身体をもっており、身体を通して大自然とつながりあっている。また、人間の外

なる自然と、それに対応する人間の内なる自然があり、それらは密接に結びついている。

人間が大自然の中で生きることに関する「生命のつながりの尊厳」とは、どのようなもの

であろうか。  

まず、大自然とは、人間を取り巻く大気、水、日光、風、動植物、微生物などが総体と

なって関係し合いながらうごめいているその全体のことである。大自然は、とりあえずは

地球上の大自然として考えてかまわない。大自然は、人間が地上に人工物を作り出す以前

から、大自然として地上にあったというふうに私たちは感じ取っている。であるから、私

たちは大自然を感じたいときに、人工物にあふれた都市を去り、人工物が比較的少ない海

や山に行くのである。  

大自然のかなりの部分を構成するものとして、生命圏がある。生命圏とは、単細胞ある

いは多細胞の生物がお互いに食物連鎖や寄生や共生によって作り上げている生物体の巨

大なネットワークの総体である。その中に、個々の人間や動物や植物は埋め込まれている。

私たちが大自然をイメージするときに、その中にはほとんどかならず木々や植物や動物が

含まれている。大自然という言葉を聞いて、見渡すかぎり一面の溶岩から煙と硫黄が吹き

出している火山口を真っ先にイメージする人は少ないであろう。私たちにとって大自然と

は、何よりもまず、生命体たちが織りなす大自然なのである。  

人間にとって大自然はどのようなものとして現われているのか。私はそれを「資源」と

「聖性」の二つの側面において捉えてみたいと思う。資源とは、人間が生きていくために

                                                   
29 森岡正博（2001）、344 頁。  
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利用しなくてはならない食料、水、材木、植物、天然資源などをひとくくりにしたもので

ある。人間と大自然のあいだのかかわりの第一の特徴は、人間による大自然の資源利用で

ある。しかしながら人間は大自然を単なる資源の集合体としてのみ捉えているわけではな

い。大自然は、長らく人間にとって畏怖の対象であった。自然災害のパワーや自然景観の

圧倒的な巨大さは、人間など無価値に思えるくらいの他者性と荘厳さをたたえている。ま

た大自然は人間が死んだあとにその肉体が分解されて還っていく場所であり、その意味に

おいても、人間を包み込む母体のような存在であると見ることができる。この荘厳さや超

越性に、人間たちはある種の「聖性」を見てきた。この感覚は今日においてもなお生きて

いる。この「資源」と「聖性」の対立は、環境倫理学における「保全」と「保存」の対立

へと引き継がれている。  

この「資源」と「聖性」の緊張関係のなかに、大自然における「生命のつながりの尊厳」

を見ることができる。まず、人間にとって大自然は「資源」である。もし大自然において

人間が利用できる「資源」が枯渇すれば、人間は生きていくことができない。この意味で

人間が「資源」を持続的に確保できていることは人間にとって必須である。と同時に、も

し仮に人間が地球上の大自然をすべてテクノロジーによって管理してしまったとしたら

どうだろうか。台風も地震も好きなようにコントロールできるし、自然景観も自由自在に

整形できるのである。そうなったとき、大自然がそもそも持っていたところの他者性、荘

厳さ、超越性などの「聖性」が大自然から消え去ってしまうのである。大自然を大自然た

らしめていたその本質を、人間がみずからの手で奪い去ることになるのである。そこにあ

るのはもう大自然ではない、何か別のものなのである。  

すなわち、大自然が人間を圧倒してもダメであるし、逆に人間が大自然を圧倒してもダ

メなのである。このように、人間と大自然のあいだに、一方が他方をけっして制圧しない

というダイナミックな緊張関係が保たれていることが、大自然における「生命のつながり

の尊厳」である。人類が文明を発展させてきた道筋は、人間による大自然の征服の歴史で

あった。この歴史の初期においては、人間が大自然を制圧することによる「生命のつなが

りの尊厳」の破壊というような課題は存在しなかった。その時期にあったのは、むしろ、

大自然が人間を制圧することによる「生命のつながりの尊厳」の破壊という課題であった。

しかしながら 20 世紀に入って、人間が大自然を制圧することによる「生命のつながりの

尊厳」の破壊という課題が徐々に私たちの視野に入ってきている。大震災やハリケーンに

見られるように、いまだなお大自然の圧倒的な力は健在なのであるが、しかしいつまでも

そうであるかどうかは分からない。大自然における「生命のつながりの尊厳」は、今後徐々

に重要性を増していくテーマであろう。  

これは、以下のように、さらに展開して考えてみることができる。  

まず、人間の身体の外側に大自然という「外なる自然」が広がっているが、それと同時

に、人間の身体の内側に「内なる自然」が存在している。「内なる自然」は、人間の身体

のリズムが地球の自転のリズムと呼応していることや、季節に呼応していることによって

知られる。私たちが緑の多い場所に行って植物や木々の葉音に包まれるときに癒しを感じ

るのは、私たちの「内なる自然」が、私たちを包む「外なる自然」と共鳴しているからで
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あろう。この、「内なる自然」と「外なる自然」の共鳴こそが、先に述べたような、人間

によっても大自然が制圧されておらず、大自然によっても人間が制圧されていないという

緊張関係のことを意味しているのではないかと私は考える。この共鳴の考え方においては、

人間と大自然が対立的に捉えられていない。そこにあるのは、人間の身体という入れ物と、

その入れ物を出入りして内側と外側から共鳴する一個の自然があるのみである。枠組みを

このように変えたときに、そこからどのような自然観が出てくるのかをさらに考察してい

く必要がある。  

次の論点。「身体の尊厳」について論じたときに、生の始原である身体と、生の終局で

ある身体を、私がそこから発しそこへと還っていく「聖なる存在」であるとみなすことが

必要だと私は主張した。これを大自然における「生命のつながりの尊厳」の視座から見る

ことができる。40 億年前に生命の原初細胞のネットワークが存在した。それはひとまとま

りに関わり合いながら、多様に分化して無数の生物種へと進化し、今日の地球上にいる生

物個体たちを生み出した。人間個体の生の始原を辿っていけば、それは人間の祖先をずっ

と遡ることになり、ついには原初細胞のネットワークにまで還ることになる。この原初細

胞のネットワークこそ、今日の地球上の生命圏の原初の姿である。そして人間が死んだあ

と、人間の身体を構成していた物質は地球上の大自然へと還っていき、その多くは生命圏

へとふたたび取り込まれる。このように、人間の身体は、その始原において生命圏から生

み出され、その終局において生命圏へと還っていくのである。人間の身体の始原と終局が

なぜ「聖なるもの」であるのかと言えば、人間の身体がそれらの地点において、生命圏を

内蔵する大自然の「聖性」をいわば受肉しているからである。人間の聖性は、大自然の聖

性によって裏付けられている。「身体の尊厳」はこのようにして「生命のつながりの尊厳」

と結びつく。  

さらに「生命のつながりの尊厳」は、人間と動物の関係をどうしていけばいいかという

難問を抱え込むことになる。霊長類に属する動物には痛みがあり、内的な時間感覚もある

と言われている。彼らは彼らなりの人生を生きている可能性がある。霊長類の「人生の尊

厳」というものを考えなくていいのだろうか。ほ乳類も痛みを感じる。人間がほ乳類を殺

して食べるときに、彼らの何かの尊厳を暴力的に奪っているのではないかという疑念があ

る。今日の畜産工場で行なわれていることは、ほ乳類の何かの尊厳を決定的に破壊してい

るという直観を持つ人は多いはずだ。  

私たちは、畜産工場の内部で何が行なわれているのかを人々の目から隠してきたし、今

日においても意図的に隠されており、また私たちは進んでそれを見ようとしない。なぜか

と言えば、そこにおいて何かの尊厳が決定的に破壊されていることを私たちがすでに薄々

と感じており、私たち自身の欲望によってそのような尊厳の破壊が起きていることから目

を背けておきたいからであると私は考えている。動物実験についても同様である。動物の

権利を擁護する人々が主張してきたことを、「人間のいのちの尊厳」の視座から再考する

必要がある。この点については私の考えはまだ未熟であり、本論文ではそれを行なうこと

ができないので、今度の課題として遂行することをここで確認しておく。  

さらに、大自然における「生命のつながりの尊厳」が、人間による大自然の制圧を許さ
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ないということを、時間軸に沿って考えてみよう。地球上で生命圏が成立し、そこから様々

な生物種が生まれてきた。しかしそれらは進化の途上で次々と縮小しあるいは絶滅し、新

たに出現した種によって取って代わられた。進化のプロセスにおいて、いったん繁栄した

生物種は、やがて縮小するか絶滅し、そうやって生物種の交代が順繰りに起きてきたので

ある。ところで、人類もまた、新しく登場した生物種である。現在は地球上で繁栄を謳歌

しているが、いずれは縮小するか絶滅すると予想される。  

ところが、もし人類が高度テクノロジーの力によって、この地上における繁栄を果てし

なく長く続けることができるようになったとしよう。何千万年、何億年と、現在のような

支配的地位を継続できるようになったとしよう。このとき、人類と大自然との関係で言え

ば、人類のこのような超長期政権によって、人類の他のすべての生物種に対する時間軸上

の制圧がなされることになると考えられる。すなわち、生命圏における支配的地位の交代

が何億年も起きないわけであるから、地球上で生物種が順繰りに開花するということが退

けられることになるからである。  

したがって、大自然における「生命のつながりの尊厳」を守っていくためには、人類は

みずからの繁栄を果てしなく長く続けてはならないことになるように思われる。人類は、

ある程度の繁栄の後、みずから進んでその支配的地位を降り、他の生物種に支配的地位を

譲らなければならないのである。これが、大自然における「生命のつながりの尊厳」を守

るということの意味なのである。常軌を逸した考え方のように聞こえるかもしれないが、

「生命のつながりの尊厳」の話はここまで行き着くのであり、それを実際に実行すること

は人類には不可能と考えられるとしても、やはりこの点を避けて通ることはできない。現

時点での人類はこの問題にまったく直面していないが、遠い将来において、きっと直面す

ることになるはずである。そのときに、人類がみずからこの尊厳について深く考え、それ

に対処していくことができるかどうかが人類に問われているのである。  

 

＊ 

 

さて、以上で「生命のつながりの尊厳」の 3 つの局面を考察した。  

これらはすべて「破壊可能な尊厳」である。私たちが生を全うするためには、全力を挙

げてそれらの「破壊可能な尊厳」を守らなくてはならない。  

ところで、「生命のつながりの尊厳」には、「破壊不可能な尊厳」というものがあるのだ

ろうか。いくらそれを破壊しようとしても、けっして破壊されないような尊厳が、「生命

のつながり」にはあるのだろうか。私は、「破壊不可能な生命のつながりの尊厳」がある

と考えている。すなわち、世代と世代、人間と社会、人間と大自然のあいだを「たえずつ

なげていこうとする動き」があるということ、これは何によってもけっして破壊すること

ができない。そしてそれがけっして破壊されることがないということは、かけがえのない

尊さであると考えられる。このような意味での「たえずつなげていこうとする動き」の尊

さが、「破壊不可能な生命のつながりの尊厳」である。  

この「たえずつなげていこうとする動き」は、個々の人間のコントロールを超えたもの
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である。その動きは、それ自体が主体となって、人間や社会や大自然を次々とつなげてい

く。その動きが個々の人間のコントロールを超えているからこそ、「たえずつなげていこ

うとする動き」を人間が破壊することはできない。そこにかけがえのない尊さが存する。 

まず、世代と世代をつなげていこうとする動きがある。ある世代が次の世代を生み出し、

さらにその世代が次の世代を生み出して行くという動きがそれである。子産みに直接参加

しない人間がいたとしても、そんなことはおかまいなしにこの動きは自分で前進する。子

産みに直接参加せずに死んでいく人間は、その身体を大自然へと還して分解させることに

よって人間以外の生物を生み出していく。ここにもその「たえずつなげていこうとする動

き」は存在しており、人間は人間以外の生命体へも強制的につながれていくのである。  

この動きは、ある世代が生み出した文化や人工環境が次の世代に受け継がれていくとい

う面においても現われる。私は、これまでの世代たちが作り出した様々なリソースを否応

なしに受け取るのであり、私がそれを受け取ってさらに次の世代に受け渡していくという

ことは止めようがない。もし人類が絶滅したとしても、人間たちが作り出した人工物やそ

の影響は、大自然へとつながれていき、留まるところがない。たとえ大規模隕石が衝突し

て地球が氷の惑星になり、人類が瞬時に滅亡したとしても、世代を超えてつなげられてき

たものたちは、その氷の惑星の凍った大地や吹雪や音のない深海にまで極微に分解されな

がら染み渡っていくことであろう。  

このように、たとえ世代間における「生命のつながりの尊厳」が破壊されたとしても、

世代間の生命を「たえずつなげていこうとする動き」それ自体はけっして破壊されること

がない。この点において、この「たえずつなげていこうとする動き」は、かけがえがなく

尊いのである。この尊さのことを、「破壊不可能な生命のつながりの尊厳」と呼ぶ。  

次に、社会において人間と人間をつなげていこうとする動きがある。人間はひとりでは

生きていけないから、他の人間たちと必然的につながろうとする。先に述べたような、社

会福祉の基礎となるような「生命のつながりの尊厳」は、その典型例である。そこでは強

者と弱者がお互いにささえあっていくことが強調された。しかしながら、ここで注目して

おきたいのは、人間たちがお互いにささえあおうとせず、逆に傷つけあい、殺し合おうと

したとしても、そこにはそのような「たえずつなげていこうとする動き」がはたらいてい

るということである。人間と人間をつなげていこうとする動きは、人間と人間をささえあ

うような方向につなげていくこともあるし、人間と人間をつぶし合うような方向につなげ

ていくこともある。どちらの方向に向かったとしても、そこに「たえずつなげていこうと

する動き」がはたらいていることに違いはない。ある人間が、社会の中にある人間と人間

のささえあいの仕組みを次々と断ち切っていったとしても、その人間は、その断ち切ると

いう行為においてささえあいの仕組みとつながってしまっているのであり、断ち切ること

によって別の意味で人間と人間をつなげてしまっているのである。人間を一方的に殺すこ

ともまたその人間とつながることである。破壊も一種のつながりである。このような意味

での「たえずつながろうとする動き」を、人間は破壊することができない。  

もちろん人間は、ロビンソン・クルーソーのように孤島に渡ってひとりで生きていくこ

とはできる。そのときには、社会の中で「たえずつながろうとする動き」は途絶えている



「人間のいのちの尊厳」についての予備的考察（森岡正博） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.8 2014 

 

57 

 

といってもかまわないであろう（そのときであっても「たえずつながろうとする動き」は、

その人間を大自然へとつなげていこうと虎視眈々と狙っているのではあるが）。しかしな

がら、人間が集団として次の世代を生み出そうとしているかぎり、人間たちは再生産のた

めに互いにつながっていかざるを得ない。世代を超えて人間個体を受け渡そうとするかぎ

り、人間は全体としてはロビンソン・クルーソーになることはできず、互いにつながりあ

いながら次世代を生産していくことになる。すなわち、人間たちが次世代を生産しようと

するかぎりにおいて、人間たちは集団レベルでこの「たえずつながろうとする動き」を破

壊することはできない。  

このように、たとえ社会における「生命のつながりの尊厳」が破壊されたとしても、社

会の人間たちの生命を「たえずつなげていこうとする動き」それ自体はけっして破壊され

ることがない。この点において、この「たえずつなげていこうとする動き」は、かけがえ

がなく尊いのである。これが第二の「破壊不可能な生命のつながりの尊厳」である。  

以上のような「たえずつながろうとする動き」は、人間と大自然のあいだのつながりに

おいて、もっとも極端で典型的な姿を現わすことになる。  

人間と大自然のあいだに、一方が他方をけっして制圧しないというダイナミックな緊張

関係が保たれていることが、大自然における「生命のつながりの尊厳」であった。この意

味での尊厳が破壊される場合とは、大自然が人間を制圧するとき、そして人間が大自然を

制圧するときである。  

まず大自然が人間を制圧するとき、たとえば天変地異が起きて人間の文明が崩壊し、人

間たちが生存を求めて逃げ回るのだが、そのかいもなくひとりまたひとりと干からびて死

んでいくような場合を考えてみよう。このとき、天変地異という大自然の「自然の営み」

が人間に襲いかかり、人間の抵抗を制して死に至らしめる。このすべてのプロセスを支配

しているのが、人間の手を超えたところではたらいている「自然の営み」である。人間は

この「自然の営み」を破壊することはできない。抵抗することはできたとしても、「自然

の営み」はそれをものともせずに、人間の抵抗を押しつぶしてくる。大自然が人間を制圧

するとき、この「自然の営み」が大自然のほうから人間に向かって怒濤のように流れてく

るのであり、人間はそれに太刀打ちできない。  

人間個体に目を向けてみれば、人間の老いと死というのはそのようなものであろう。人

間を老いさせ、死なせる「自然の営み」がある。人間はそれに抵抗しようとするが、「自

然の営み」はそれをものともせずに押しつぶしてくる。最後はどんな人間も「自然の営み」

に勝つことはできず、それに屈するのである。人間を老いさせ、死なせようとする「自然

の営み」を人間は破壊することができない。ここにひとつのかけがえのない尊さがあると

私は考えたいのである。  

話を大自然と人間に戻せば、その二者の緊張関係が崩れて、大自然が人間を制圧して、

人間が生を全うすることができるための「生命のつながりの尊厳」が破壊されたとしても、

しかしながら、大自然が人間を制圧するという「自然の営み」に人間が勝つことができな

いことそれ自体は、けっして破壊されることのないものであり、かけがえのない尊いもの

であると考えられるのである。人間が、人間の手を超えたものによって滅ぼされていくこ
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とそれ自体は、かけがえのない尊いことなのだ、というふうに考えていく余地が残されて

いる。  

では逆に、人間が大自然を制圧する場合を考えてみよう。将来のスーパーテクノロジー

によって、大自然がすべて人間の予測範囲内に管理されたとしよう。そのとき、もはや「聖

なるもの」としての大自然はどこにも存在せず、その意味で「生命のつながりの尊厳」は

破壊されたと言える。しかしながら、不思議なことに、大自然のなかにうごめいていた「自

然の営み」は、大自然を予測範囲内に管理している人間の内部に入り込んで、生き生きと

生き続けていると考えられるのである。というのも、大自然だったものを管理している人

間というものを生かしているのは、人間の手を超えた「自然の営み」だからである。人間

はけっして自分が生きようとする根源的な動因を支配してはいない。その動因は、人間を

超えた彼方からやってくるのである。その彼方とは、人間がその原初において分かれ出て

きたところの生命圏である。人間が生きようとする根源的な動因は、生命圏から分かれ出

てきて人間の身体の内部に分属して存在しているところの「自然の営み」である。その人

間の身体の内部にあるところの「自然の営み」が、人間をその根源において生きようと思

わせる動因となり、それによって突き動かされた人間たちが、いまや大自然だったものを

管理している、というふうになっているのである。したがって、大自然のなかにあった「自

然の営み」は、人間が大自然を制圧した場合、今度は人間の内部に移り住んで、人間を内

側から動かし始めるのである。したがって、人間は大自然の中にあった「自然の営み」を

管理することができたとしても、自分たちの内部に移り住んだ「自然の営み」を管理する

ことはできない。なぜなら、大自然を管理したいという人間たちの情熱それ自体が、人間

の内部にある「自然の営み」から発しているからである 30。 

以上とはまったく逆の想定をして、もし人間が大自然を徹底的に破壊したとしよう。す

べてを焼き払い、汚染し、動植物を壊滅させたとしよう。地球上は放射性物質に汚染され、

核の冬が来たとしよう。それによって人間が大自然だと思っていた景観は破壊されるが、

しかし人間の外側にある「自然の営み」はいっこうに破壊されない。人間によってめちゃ

くちゃにされた地球環境は、新たにそのような状況の自然として再創造されたにすぎない。

そこにおいては、また新しい「自然の営み」が開始され、人間からは想像もつかないよう

な新しい生物の形が作り出されるかもしれないし、生物は死滅して復活しないとしても、

地殻変動などによって地球はゆっくりと「自然の営み」を続けるだけであろう。ここにお

いてもまた、人間は「自然の営み」を破壊することはできないのである。このように、人

間がいくら管理しようと思っても、破壊しようと思っても、それをすり抜けて大自然や人

間の中ではたらき続ける「自然の営み」というものがある。人間のいのちがこのような絶

対に破壊されない営みによって生かされているということは、かけがえのない尊いことで

あると私は考える。  

ここでいう「自然の営み」は、先に述べた「たえずつなげていこうとする動き」と同じ

ことを指していると考えられる。それは人間の力を完全に超えており、人間はそれを管理

                                                   
30 森岡正博（2003）で論じた。  
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することも破壊することもできない。そして人間はそれを自分の中に内在させており、そ

れを動因とすることによって自分自身を生かしているのである。そしてそれの営みによっ

て人間は老い、死に至るのである。このような「自然の営み」のことを、日本語では「お

のずから」とも呼んできた。親鸞の言う「自然（じねん）」もまたこれに近接する概念で

あろう。  

以上のように、たとえ大自然における「生命のつながりの尊厳」が破壊されたとしても、

大自然と人間を「たえずつなげていこうとする動き」すなわち「自然の営み」それ自体は

けっして破壊されることがない。この点において、この「たえずつなげていこうとする動

き」すなわち「自然の営み」は、かけがえがなく尊いのである。これが第三の「破壊不可

能な生命のつながりの尊厳」である。  

ここまでの考察によって、「生命のつながりの尊厳」においても、破壊可能なものと、

破壊不可能なものの二種類があることが分かった。  

以上、「人間のいのちの尊厳」を、「人生の尊厳」「身体の尊厳」「生命のつながりの尊厳」

の 3 つの尊厳に分けて考察した。これによって、「人間のいのちの尊厳」の大枠を描き取

ることができた。  

 

 

７ 「人間のいのちの尊厳」をさらに考察する 

 

７－１ 生を全うすることと「人間のいのちの尊厳」の衝突 

「人間のいのちの尊厳」をめぐる 3 つの大きな論点について議論する。  

第一は、私が生を全うしようとすることが、「人間のいのちの尊厳」と衝突する場合に

ついてである。  

すでに述べたように、「人間のいのちの尊厳」とは、いのちというあり方をした人間が

生を全うすることができるために守られるべき尊いもののことであり、けっして破壊され

てはならないようなかけがえのない大切なもののことである。一見すると、私が生を全う

することと、「人間のいのちの尊厳」のあいだに衝突などないように思われるが、実はそ

うではない。この二つが抜き差しならぬ緊張関係に置かれることがある。  

まず、私が生を全うしようとすることが、他人の「人間のいのちの尊厳」と衝突する場

合がある。たとえば、私が重い心臓病で苦しんでいて、それを克服して生を全うしようと

するためには、他人から心臓を移植するしかないという場面を考えてみよう。このとき、

一〇代前半の若者が脳死になり、その心臓の適合性によって私がレシピエントに選ばれた

とする。ただし、その若者は臓器提供についての意思表示をしておらず、家族が承諾した

のみである。この場合、脳死になった若者の身体はまだ脳死状態で成長をしており、この

まるごと成長している身体から一方的に臓器を摘出するのは、この若者の「身体の尊厳」

を破壊することになる。すでに述べたように、他人の「身体の尊厳」を破壊してはならな

いというのは、尊厳の根本原則である。したがって、このような場合、たとえ私が生を全

うするためであったとしても、私は他人の「身体の尊厳」を破壊してはならないことにな
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り、この若者からの臓器摘出に加担してはならないことになるのである（意思表示がある

場合については後述する）。  

すなわち、私には、他人の「人間のいのちの尊厳」を破壊してまでも自分の生を全うし

ようとする自由は、与えられていないのである。私が自分の生を全うしようとするときに、

もしそれが他人の「人間のいのちの尊厳」を破壊することになるとすれば、そのようなと

きには、私は他人の「人間のいのちの尊厳」を破壊しないですむような仕方で自分の生を

全うできるやり方を探さなくてはならない。  

次に、私が生を全うしようとすることが、私自身の「人間のいのちの尊厳」と衝突する

場合がある。これは重要な論点なので詳細に考察してみたい。  

第一に、私が生を全うしようとすることが私自身の「人生の尊厳」と衝突することはあ

り得ない。というのも、そもそも「人生の尊厳」とは、人生が一度きりしかない、人生の

主人公は私でしかあり得ない、人生には成功も失敗もない、最後の瞬間まで絶望から脱出

できる可能性が開けている、という「実感」をもって私が自分の人生を前向きに切り開い

て生きていくことができるような状態になっていることであった。私が生を全うしようと

すること、すなわち「生まれてきて本当によかった」と思えるように生きることが、この

ような意味での「人生の尊厳」と衝突したり、それを破壊したりするケースを私は考える

ことができない。  

第二に、私が生を全うしようとすることが私にかかわる「生命のつながりの尊厳」と衝

突することはあり得るが、それを想定することは非現実的である。世代間における「生命

のつながりの尊厳」については、たとえば、自分の同胞が自分の死後もこの世に存在して

いると確信できるという状態が破壊されなければ、私は自分の生を全うすることができな

い、というケースを想定することはできるが、そのようなケースは非現実的である。社会

における「生命のつながりの尊厳」については、たとえば、社会において生命のささえあ

いの仕組みがきちんと整備されているという状態が破壊されなければ、私は自分の生を全

うすることができない、というケースを想定することはできるが、そのようなケースは非

現実的である。大自然における「生命のつながりの尊厳」については、たとえば、「人間

と大自然のあいだに、一方が他方をけっして制圧しないというダイナミックな緊張関係が

保たれている」という状態が破壊されなければ、私は自分の生を全うすることができない、

というケースを想定することはできるが、そのようなケースは非現実的である。  

したがって、以上を除外すれば、考えるべきは、私が生を全うしようとすることが私の

「身体の尊厳」と衝突するケースに限られることになる。  

これについては、いくつかの具体的な事例を想定することができる。たとえば自殺がそ

うである。私が生を全うしようとするためには、私は自分自身の「身体の尊厳」を破壊す

ることによって自分の人生をここで終わらせなくてはならない、と考えてしまうような状

況は現実に存在する。自殺については、生を全うすることを目指した自殺と、生を全うす

ることを目指したわけではない自殺とを区別しておく必要がある。  

後者の一例は絶望による自殺である。これ以上生き続けていたとしても、様々な理由に

よって、耐えがたい精神的あるいは肉体的な苦しみが続くばかりであるから、この生をこ
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こで終わりにしたいと思って自殺するのである。この場合は、「生まれてきて本当によか

った」と思えるようになるために自殺をするわけではないのだから、私が生を全うしよう

とすることと、「身体の尊厳」はまったく衝突していない。鬱による自殺、オーバードー

ズによる自殺、衝動的な自殺についても同じであろう。これらの場合、「身体の尊厳」が

みずからの手によって破壊され、その結果として、私が生を全うする可能性もまた断絶さ

れてしまうのである。これは悲しいことである。「人間のいのちの尊厳」の視座からは、「身

体の尊厳」の破壊は許されず、またその結果として起きる「人生の尊厳」の破壊もまた許

されないという結論が出されるように思われる。しかしながら、そこから、人間には絶望

による自殺の自由はないという結論が導かれるかというと、それにも疑問が残る。人間に

は絶望する自由があり、絶望によって自己の身体を処分する自由があるかもしれないから

である。また、「人間のいのちの尊厳」の概念は、生を全うすることは望ましいという価

値観を志向しているのであるが、その価値観からすれば、たとえ人間には絶望の自殺をす

る自由があるとしても、周りの人間たちには、その絶望をできるだけがんばって絶望では

ない方向へと変えていこうと説得する義務が生じるように思われる。この問題は今後さら

に考え続けなくてはならない。  

前者の一例は、自己肯定的な自殺である。これまで良い人生を歩んできたし、生まれて

きて本当によかったと心底思っている、いま死んだとしても後悔はない、だからこの気持

ちが続いているうちに生を終わりにしたいと思って自殺するのである。ではもっと生きれ

ばいいではないかと言われるかもしれないが、今日は非常にすがすがしく死ねると思った

とか、末期がんにかかっていてこの機を逃したら今後はずっと耐えがたい痛みに苦しむこ

とが予測されているなどの理由があるかもしれない。このようなケースにおいては、私が

生を全うしようとすることと「身体の尊厳」は衝突しており、私が生を全うしようとする

ために、私は自分の「身体の尊厳」を破壊することになる。これは「人間のいのちの尊厳」

に関するある種の極限状況である。「人間のいのちの尊厳」の考え方からすれば、生を全

うするためにはどうしても「身体の尊厳」を破壊することが必要だというのであれば、「身

体の尊厳」の破壊は肯定されなくてはならないという結論になるように思われる。しかし

生を全うするために、ほんとうに「身体の尊厳」の破壊が必要なのかという点については、

何度も繰り返し確認をする必要がある、ということになるだろう。いずれにせよ、生を全

うするために「人間のいのちの尊厳」の破壊が肯定されるケースはあり得るということで

ある。しかしそれが肯定されるためには、破壊の必然性について、きびしい吟味を経なく

てはならないということである。  

自殺に類した行為として、自傷行為や、みずからの意志による身体切断などがある。こ

れらについても、基本的な考え方は自殺の場合と同じになる。  

自分の身体からの臓器摘出についても、このような考え方をするべきである。まず生体

からの臓器摘出、すなわち自分の家族に臓器やその一部を提供するために、自分の意志で

もって自分の健康な身体から臓器やその一部を摘出することについて考えてみる。この場

合、病気に苦しむ家族を助けなければ自分の生を全うすることができないという強い意志

によって、自分の健康な身体から臓器やその一部を摘出し、自分の「身体の尊厳」を破壊
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するわけである。これについても、臓器やその一部を摘出して移植することが、ほんとう

に自分の生を全うすることにとって必要不可欠なのかについてのきびしい吟味が必要と

される。その吟味をクリアーした場合にのみ、「身体の尊厳」の破壊は肯定されることに

なる。  

次いで、自分が脳死になったときにその身体から臓器摘出をすることについてはどうだ

ろうか。臓器提供の事前の意思表示があった場合、たとえ自分が脳死になったとしても、

その意思表示が脳死の時点での自分の意思表示であると解釈することによって、臓器摘出

を肯定するということが考えられる。この場合も、生体からの移植と同じように、脳死に

なった身体から臓器を摘出して移植することが、ほんとうに自分の生を全うすることにと

って必要不可欠なのかについてのきびしい吟味が必要とされる。脳死移植の場合、日本で

は親族優先提供の選択肢が認められるようになったが、もし親族に該当者がいない場合、

見知らぬ人々に向けて移植されるわけである。まったく見知らぬ第三者に臓器を移植する

ことが、ほんとうに自分の生を全うすることにとって必要不可欠なのかを吟味しなければ

ならないのである。この吟味をクリアーした場合にのみ、「身体の尊厳」の破壊は肯定さ

れることになる。  

脳死の場合は、さらに難しい問題が存在している。ある人間が、脳死になったら臓器提

供することが生を全うするために必要不可欠だと言っていたとする。しかし、その人間が

脳死になってしまったら、その人間が内的意識の次元で生を全うする可能性はなくなった

わけである。だとすれば、いったん脳死になってしまったら、その脳死の身体から臓器を

摘出しようがしまいが、その人間が生を全うすることに対して、いまさら何の影響も与え

られないことになる。とすると、生を全うするために臓器移植が必要だという理屈は成立

しないことになると思われるのである。以前に述べたように、自己意識のない身体につい

ては、現に持って生まれた身体の全体性を保持したまま生と死のプロセスを歩むことがで

きることが、生を全うすることであった。とすれば、たとえ事前の臓器提供の意志があっ

たとしても、いったん脳死になってしまった時点でその意志は破棄され、残された脳死の

身体はその全体性を保持したままそっとしておくことが「身体の尊厳」を守ることになる、

という結論になるようにも思われる。ただし私たちの社会では、ちょうど遺言のように、

人間の意志は本人が自己意識を失ったとしても効力を発揮し続けるという擬制によって

動かされているという事実があるので、事はそれほど単純ではない。この問題についても、

今後の課題として考察を続ける必要がある。いずれにせよ、たとえ事前の意思表示があっ

たとしても、臓器摘出がほんとうにその人間の生を全うするために必要不可欠であるのか

どうかというきびしい吟味が必要であるという点は、これまでの生命倫理学において主張

されることがなかったので、とくに注意を喚起しておきたい。  

では人工妊娠中絶はどうであろうか。日本において人工妊娠中絶の適用とされているの

は、母体外で生存する可能性がない時期の胎児である。その時期の胎児は、胎盤を通して

母親の身体と一体になっており、切り離されると生きていけない。しかし同時に、中期以

降の胎児においては神経系のはたらきも観察され、手足の自発動もある。人工妊娠中絶は

このような胎児の身体を破壊するのであるから、他人の「身体の尊厳」の破壊であるかの
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ように見える。しかしながら、体内の胎児の身体が、他人の身体であるかどうかは明確で

はない。胎児は決定的に母胎に接続されているのだから、胎児の身体は母親の身体の外部

にあるとは言えないかもしれない。だとすれば、人工妊娠中絶とは、ちょうど生体からの

臓器摘出と同じような行為かもしれず、母親が自分の生を全うするために必要不可欠であ

るならば、人工妊娠中絶は母親自身の「身体の尊厳」の破壊として肯定される可能性があ

る。しかしながら、たとえこの時期の胎児であっても、それは成長しつつある存在であり、

成長を続ければひとりの人間になるのであり、神経系のはたらきもあるわけで肝臓などの

臓器とはまったく異なる。  

これらのことを考慮すれば、人工妊娠中絶については、それが誰の「身体の尊厳」の破

壊であるのか根本的にあいまいである。そして母親が自分の生を全うするために「身体の

尊厳」を破壊することが肯定できるかどうかについてもまた、根本的にあいまいである。

したがって、人工妊娠中絶のケースにおいては、生を全うすることと「身体の尊厳」が衝

突することは確かだとしても、それがどのような意味での衝突なのか答えが出ないという

こと、そして胎児の破壊を肯定できるかどうかについても答えが出ないということ、この

二つの結論に私たちは耐えなければならない。私たちは人工妊娠中絶をめぐる尊厳の問題

に答えが出ないことに、耐えていかなくてはならないのである。  

以上、自殺、臓器摘出、中絶について考察した。これらは「人間のいのちの尊厳」とい

う視座からの考察である。現実社会においてこれらの問題を考えていくときには、尊厳の

視座に加えて、さらにいくつもの視座から総合的な考察を加えなければならない。そのよ

うな総合的な考察に対して、ここで試みた尊厳による考察は一定の貢献をなし得るであろ

う。また、誤解を避けるために再確認しておくが、ここで起きているのは尊厳と尊厳の衝

突ではない。ここで起きているのは、生を全うすることと尊厳の衝突なのである。尊厳と

尊厳はけっして対立しない。  

 

７－２ 人間・人類が永遠に生きようとすること 

バイオテクノロジーの発展にともなって、人間の不老不死をめざすべきではないかとい

う意見がトランスヒューマニストたちから出されている。これをテクノロジーによる「老

化遅延 age retardation」「生延長 life extension」と呼ぶ。不老不死は人類古来の夢であったの

だから、それを追求することを妨害してはならないとする意見がある一方で、人間は不老

不死を達成することによって社会的基盤や生きる意味を失い、幸福にはなれないとする意

見が出されるに至っている31。 

また、地球環境危機が深刻化していることを受けて、人類のサバイバルが必要だという

考え方が出されてきた。それはその後、持続可能性・サステイナビリティという概念とな

って展開し、人類が将来世代を持続的に産出し、将来世代に生きやすい地球環境を保障で

きるように現在のライフスタイルや社会システムを調節しなくてはならないとする考え

方を生み出した。しかしこれに対して、人類が地球上に存在すること自体が人類にとって

                                                   
31 森岡正博（2007）。  
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不幸なことだから、人類はなるべく早く消滅したほうがいいという反論も出されている 32。 

人間の「生延長」と人類の「持続可能性」の追求の背後には、人間が永遠に生きようと

することをどう考えればいいのか、人類が永遠に生き延びることをどう考えればいいのか

という問いが隠されている。「人間のいのちの尊厳」の視点からすれば、これらの問いは

どのようなものとして見えてくるだろうか。  

まず、人間が永遠に生きようとすることであるが、これについては批判者たちが指摘す

る社会レベルでの問題、たとえば人口増加や格差固定などの問題があることは明白である。

だがもし仮に、社会レベルでの問題が解決されたという前提で、人間個人の問題として考

えたときにどうなるであろうか。  

この場合、「人間のいのちの尊厳」のうち、世代間における「生命のつながりの尊厳」

が破壊される危険性がある。すなわち、世代間における「生命のつながりの尊厳」には、

現世代が自分の席を次世代へと譲り渡し、自分の存在を肯定的に終わらせること、そして

各世代の人間たちが順繰りに生を開花させていくことという尊厳が含まれていた。人間が

永遠に生きようとすることは、この意味での「人間のいのちの尊厳」を破壊することにな

る。もちろん、永遠に生きたいとはいってもいずれはどこかで死ぬのだから、そのときに

次世代に席を譲り渡せばいいという反論はあり得るだろう。しかしながら、永遠の生を望

む人間というのは、不本意にも死ぬそのときまで、次世代ではなく自分自身が生き続けて

いたいと心底願っているのだから、その意志を貫徹させようとするその姿勢において、「人

間のいのちの尊厳」に反抗しているとみなされるのである。生延長は世代交代の原理に背

くものであるという批判はすでに出されている 33。私たちは「人間のいのちの尊厳」の視

点から、その批判をサポートすることができる。  

次に人類が永遠に生きようとすることであるが、これについてもまた「人間のいのちの

尊厳」の視点から議論すべきことが含まれている。大自然における「生命のつながりの尊

厳」からは、人類はある程度の繁栄の後、みずから進んでその支配的地位を降り、他の生

物種に支配的地位を譲らなければならないということが導かれるのであった。この意味で

の尊厳は、人類が現在のような支配的地位を保ったまま永遠に生きようとすることを否定

することになる。地球上の大自然をテクノロジーで制御し、他の生物種を食料や資源とし

て奴隷化したままの状態で永遠に生きようとすることを否定することになる。  

だとすれば人類はどうすればいいのか。残された道は、生命圏における支配的地位を他

の生物種に譲り渡したのちに、局所的で従属的な単なるひとつの生物種として細々と地球

上で生きながらえることである。人類の繁栄と支配をある期間味わったあとは、他の生物

種にその繁栄と支配を譲り渡して、様々な生物種が順繰りに開花していくようにするので

ある。そうすることによって、大自然における「生命のつながりの尊厳」を保持すること

ができると同時に、視野の届く近未来において同胞が滅亡せずに存在し続けていてくれる

と確信できるという意味での世代間における「生命のつながりの尊厳」をも保持すること

ができる。  

                                                   
32 Benatar(2006). 
33 森岡（2007）参照。  
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このような考え方に対しては、「人類がみずから進んで支配的地位を降りなくても、い

ずれ外的なカタストロフィや人類の自滅によって人類は崩壊するであろうから、そのとき

におのずから人類は支配的地位から転落することになる、だから人類があえてそのような

ことを考えなくてもよい」という反論が寄せられる。この反論に対して私が思うのは、「た

しかにそのような結末はあり得るかもしれないが、永遠に生き延びようとしてもがいてい

るなかでそれを押しつぶされるという結末ではなく、みずから進んで支配的地位を降りよ

うと選択してそこから降りるという結末のほうが、人類の繁栄と支配の終わらせ方として

美しいのではないか」ということである。ここで美学を出してくることに対しては当然異

論の余地があるだろう。  

大自然における「生命のつながりの尊厳」には、地球上で生物種が順繰りに開花するよ

うになっていることが含まれている。現在の人類と動物の関係を見てみると、人類は動物

を家畜化し、食料や資源として殺戮して利用している。実験動物としても使っているし、

また動物たちの生息地を破壊して人間のために利用している。これらについては、動物の

権利の視点からも再考されるべきことであると同時に、地球上で生物種が順繰りに開花す

るようになっているという意味での「生命のつながりの尊厳」をも破壊するものであると

考えられる。しかしながら現状の人類社会において、畜産や動物実験が撤廃される可能性

は非常に少ないように思われる。  

人類が将来みずから進んで支配的地位を降りるという選択肢は、現在において動物たち

を奴隷化して利用している人類が将来においてなすことのできる罪滅ぼしであると考え

ることはできないだろうか。長い時間軸上において、いまは動物たちを殺し食べ利用して

いるが、遠い将来においてはその地位を逆転させ、人類はみずから進んで生息範囲を縮小

させ、動物たちの脅威にさらされながら細々と生きていくことを選択する。そこにこそ人

類の尊厳があるのとは考えられないだろうか。もちろん遠い将来にそのような選択をする

ことによって現在の動物の奴隷化を正当化することはできないように思われる。将来私の

ことをいっぱい殴っていいから、いまお前をとことん殴らせろという理屈は通用しないで

あろう。同時代における共生が不可能なら、遠い将来における役割交代において共生しよ

うという考え方はこの種の問題をはらむ。この問題もまた引き続き考察していかなければ

ならない。  

また、人間や人類が永遠に生きようとすることが、何かの尊厳に抵触しているのではな

いかという疑問は、古代より宗教の世界において多く投げかけられていたように思われる。

たとえば、ユダヤ＝キリスト教の伝統における根本的な直観として、「人間が神になろう

とすることが悪である」というものがあった。人間が神になろうとするとは、たとえば人

間が生命の樹の実を食べて、神にのみ許されているはずの永遠のいのちを得ようとするこ

とである。  

もちろん人間がみずからの限界を内破して、自分の可能性をどこまでも押し広げていこ

うとするのは、否定されてはならない人間の美点である。であるから、テクノロジーを発

展させることによって、不老不死を目指そうとすることを禁止するのは行き過ぎのように

も思われる。だが、そういう方向に邁進していったとしても、人間はいつかはみずからの
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死に直面するのである。生延長を本気で目指していた人間にとって、それは非常に大きな

苦しみとなって襲ってくるのではないだろうか。それを予感した人間は、今度は、自分が

望んでいるような理想的な生の終わり方を求めようとするだろう。映画『ソイレントグリ

ーン』にあったように、好きな音楽を聴き美しい映像を眺めながら眠るようにこの世を去

りたいというわけである。そのような死の迎え方を私は否定しないが、それは必ずしも尊

厳をもった死ではないように思えてならない。むしろ、いつまでも生き続けていたい、も

し生き続けられないのなら自分の思うような形で死にたいというような、自分の望む方向

への「生命のコントロール」の欲望を、最終的にみずから手放すことができたときに尊厳

は与えられると思うからである。であるから、私は、みずからの死のコントロールによっ

てもたらされる尊厳死という考え方を支持することができない。話はまったく逆だからで

ある。  

新約聖書において、死の間際のイエスは、次のように言って息を引き取る。「父よ、あ

なたの両手に、私の霊を委ねます」 34。生を延長しようと努力することは仕方ないとして

も、その最後のときに「私のすべてを委ねます」と何ものかに向かって言うことができる

かどうか、そこにテクノロジー時代の尊厳がかかっているように私には思える 35。 

 

７－３ すべてのいのちあるものの平等 

何度も繰り返したように、「人間のいのちの尊厳」とは、いのちというあり方をした人

間が生を全うすることができるために守られるべき尊いもののことであり、けっして破壊

されてはならないようなかけがえのない大切なもののことである。ここでは、人間が生を

全うしないことではなくて、生を全うすることのほうに関心が注がれている。では、人間

が生を全うすることができなかったとき、それはどのように評価されるのだろうか。  

結論から言うと、生を全うすることができなかった人間の生も、生を全うすることがで

きた人間の生も、その価値の上下を比較することはできないのである。いのちというあり

方をした人間の生と死は、一度きりであり、その価値は比較を絶していて、何ものとも比

べることができない。このことは、「人生の尊厳」について考察したときにも述べた。全

うされるような生のほうを、そうでない生よりも私は望む、ということはあってよい。し

かしながら、その結果として私が生を全うすることができなかったとしても、それは成功

でも失敗でもないし、全うされた生よりも価値が劣っているのではない。それは、私の現

実の生と私の反事実的な生を比較してもそうであるし、私の現実の生と他人の現実の生を

比較してもそうであるし、自己意識をもって生きられている生とそうでない生を比較して

もそうなのである。  

もしどうしても比較して結論を出さなくてはならないのだとすれば、私は次のように言

うしかないだろう。いのちというあり方をした人間の生と死は、たとえそれがどのような

                                                   
34 ルカ 23:46。新約聖書翻訳委員会訳（2004）による。  
35 この思索は、ハイデガーやヨーナスと結びつくことになるのかもしれない。とくにハイデガー

の技術論における放下の概念や、ヨーナスの生命哲学における生延長のテクノロジーの放棄に関

する思索が強く参照されるべきであろう。  
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生であったとしても、それらはすべて平等に尊いのである、と。幸福感に満たされて大往

生した人間の生と死も、絶望のどん底に突き落とされて衰弱死した人間の生と死も、どち

らも平等に尊いのである。「生まれてきて本当によかった」と心の底から思いながら生き

られた生と死も、「生まれてこなければよかった」と後悔しながら自殺した人間の生と死

も、どちらも平等に尊いのである。健康に育って立派に成人した人間の生と死も、幼くし

て心臓病で死んでしまった人間の生と死も、生後すぐに脳死になってそのまま死んでしま

った人間の生と死も、いずれも平等に尊いのである。  

石川啄木の『一握の砂』に「真白なる大根の根の肥ゆる頃うまれてやがて死にし児のあ

り」という歌がある。この歌集を作り始める頃に啄木にひとりの子どもが生まれ、そして

歌集の校正刷を仕上げるときにその子は亡くなった。生まれてすぐに亡くなってしまった

わが子を、啄木は、畑でまるまると肥えた大根の根と比べている。この世に生まれてきて

死んでいった人間の子と、畑ですくすくと育った大根の根が、ともに同じ大自然を背景と

して描かれる。そして一方は死へと向かい、一方は豊作の結実へと向かう。生命が大自然

に還っていく姿と、生命が大自然から養分を与えられてはちきれんばかりになっている姿

が、同じ大自然を背景に描かれる。  

私はこれまで、この歌はそういうことを歌ったのだと思っていた。しかし「人間のいの

ちの尊厳」について考えているうちに、この歌はさらに別のことをも歌っていることに私

は気づいたのである。ここで歌われているのは、このようなことだ。生まれてすぐに死ん

でいったわが子がいる。それは私にとって耐えがたいくらいつらく悲しいことだ。しかし、

このわが子の生と死は、すくすくと育って大人になった他の人間の生と死と比べてもまっ

たく遜色なく尊いものであるはずだ。このわが子の生と死は、いまこうやってわが子を見

おろしているこの私の生と死と比べても、まったく遜色なく尊いものであるはずだ。そし

て、畑でまるまると肥えている大根の根と比べても、まったく遜色なく尊いものであるは

ずだ。いのちのあり方をして生を生きるすべてのものは、たとえそれらがどんな内容の生

と死であったとしても、すべて平等に尊いのだ。だから、わが子の死は耐えがたいくらい

つらく悲しいけれども、わが子の生と死は他のすべての生と死が尊いと同じくらい尊いの

だ。そしてもし他のすべての生と死においてそのうちひとつでも救済されているのだとす

れば、わが子の生と死もまたそれと同じく平等に救済されているのだ。このようなことを

歌った歌なのである。これは悲しみを歌った歌であると同時に、救済を歌った歌でもある。 

ここでは、すべての人間の生と死は平等に尊いということが歌われているにとどまらず、

それを超えて、いのちのあり方をしているものの生と死はすべて平等に尊いという救済の

次元が歌われている。もちろん、人間は大根を食べるし、動物を殺して食べる。人間は、

人間と動物と植物を平等に扱ってはいない。しかしそれでもなお、食べる人間も、むしり

取られる植物も、殺される動物も、そして生まれてすぐに死んでいった人間も、そのすべ

ての生と死が平等に尊いと言える次元があるのである。これはこの世での倫理の次元では

なく、宗教性の次元であろう。「人間のいのちの尊厳」は、その究極において宗教性の次

元に至り、いのちというあり方をして生きるすべてのものの生と死の平等の尊さ、すなわ

ち「人間のいのちの尊厳」を超えた、もはや「尊厳」とすら言えないような尊さへと到達
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するのである。  

 

＊ 

 

まだまだ検討しなければならないことがたくさんあるが、本論文はこのあたりで筆を置

くことにする。この「人間のいのちの尊厳」の考察は、今後さらに深化させて、一冊の書

物として刊行する予定である。読者の方々からのコメントやご批判をお待ちしている。  
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存在の悲哀と無の慈しみ 

―自覚的経験から見た根本気分― 

 

嶺 秀樹（関西学院大学） 

 

 

はじめに 

 

 「哲学は我々の自己の自己矛盾の事実より始まるのである。哲学の動機は〈驚き〉では

なくして深い人生の悲哀でなければならない。」1西田幾多郎のよく知られたこの言葉をて

がかりとして、哲学的思索の「根本気分」としての｢悲哀｣の意味を考えてみたい。｢根本

気分｣と言えば、我々は直ちにハイデガーを思い浮かべるが、ここではハイデガーの｢存在

の思索」からすこし離れて、｢根本気分｣と哲学的思索の本質的関係にのみ注目することに

する。ハイデガーの場合、｢根本気分｣は存在を開示する機能を与えられた。たとえば『存

在と時間』では、｢不安｣の気分がその役割を果たしている。こうした｢根本気分｣を西田の

自覚的経験の立場に映してみると、いったいどうなるだろうか。 

 西田自身は「気分」という言葉を用いたことがほとんどない。しかしハイデガーに従っ

て、気分を現存在の本質的契機としての「情態性」（Befindlichkeit）として理解するなら、

西田の「自覚」とハイデガーの「気分」に密接な関係があることは十分に予感されるだろ

う。ハイデッガーの「情態性」は、ある場所のある状況において「気分づけられている」

という仕方で「自己を見出すこと」（Sich-befinden）である。一方、西田の「自覚」は、「自

己が自己に於て自己を見る（映す）」ことである。｢自己を見出す｣という形式にのみ注目

するだけでも、両者はほとんどそのまま重なる。情態性としての気分を自覚の一つの契機

と見ることは、事柄からして決して牽強付会ではない。気分のような「情意的なるもの」

が決して単なる主観的なるものではないことは、西田自身も認めるところである。彼は「知

的自覚」も情意的なるものに裏づけられていると考え、「情意的自覚」を真の自覚と見な

していた2。 

 もっとも、ここで直ちにいくつかの疑問が生じるかもしれない。一つは、両者の思索様

式の相違に関する疑問である。近代の主観性の哲学の克服を目指し、西洋形而上学の歴史

と対決すべく思索の方法や概念構制に関して様々な工夫を凝らしてきたハイデガーと、意

識の立場に立ち、カントやドイツ観念論の概念的枠組みを踏襲していた西田とを比較して

も、いったい何が得られるのだろうか。事象を対象化される以前の主客未分の立場から見、

人間存在を主体としてではなく場所的に捉えようとする思索の傾向は、両者に共通かもし

れない。しかし、西洋と東洋という異なった歴史的伝統の上に立ち、歴史理解を異にする

両者を一つの土俵にあげて比較しても、彼らの思索の肝心な所をゆがめるだけではないか。

まして西田の思索の中でほとんど触れられることのない｢気分｣を対称軸に据えても、あま

りうまくいかないのではないか。ドイツ語の Stimmung を「気分」と訳す翻訳上の問題は
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いったん措くにしても、ハイデガーの言う「気分」と西田の考える「情意的なるもの」は、

はたして同じ現象なのか、と。 

 もう一つの疑問は、ハイデガーと西田の間にほとんど影響関係がなかったことである。

年齢の差があるとはいえ、二人は同時代者であったといってよい。直接の出会いはなかっ

たが、ハイデガーは自らのもとで学んでいた日本人留学生から西田哲学について多くのこ

とを聞かされていたはずだ。西田も、主著『存在と時間』が出版される以前から弟子たち

の話や論文を通してハイデガーのことを知る機会があった。出版後にすぐにこの書を読み、

論文の中で言及することもあった。しかし、西田はハイデガーに正当な評価を与えず、フ

ッサールのエピゴーネンぐらいにしか見ていなかった3。西田の在世中に出版されたハイ

デガーの著作がごく限られていたためかもしれないが、西田はハイデガーの思索の中に自

らの思想に共鳴するものをほとんど見出すことができなかった。1929 年代の後半から 30

年代の前半にかけて、西田は「絶対無の自覚」を軸に、一般者の自己限定と自覚的限定の

本質的絡み合いから知識の様々な可能性を追い求めていた4。それに対してハイデガーは

「存在の問い」を仕上げ、解釈学的現象学の立場から西洋の形而上学の根底を問おうとし

ていた。ハイデガーから見れば、西田は自らの東洋的伝統から離れて西洋形而上学の思索

様式を無批判に受け入れた学者と映ったのではないか。ハイデガーは、西田の「一般者の

自覚的体系」の要約を聞かされて、「ヘーゲルに似ているね」と素っ気ない感想を述べた

そうである5。西田のテクストをまともに読むすべがなかったことを考慮に入れると、こ

うした感想もやむをえないかもしれないが、わずかでも西田に共感するところがあれば、

ハイデガーとしてももう少し別なふうに反応してもよかったのではないか。いずれにせよ、

比較の対象にするには両者にあまりにも接点がなさすぎる。 

 以上のような疑念はこれからの論述で解消していくしかないが、あらかじめ一つ言える

ことは、ハイデガーも西田も思索の始元たる根本経験に立ち返ることによって、西洋形而

上学の硬化した伝統の枠組みを解きほぐし、哲学的思索の新たな可能性を追求しようとし

ていたことである。一方は、存在の問いを仕上げ、形而上学の根底を問い求めるという仕

方で、他方は、東洋文化の伝統に哲学的根拠づけを与え、そこから西洋哲学の諸問題を考

察するという仕方で。また一方は、歴史的現存在に立脚した「存在の思索」として、他方

は、絶対無の自覚に基づいた「場所的論理」として。立脚点は異なっていても、根本気分

に裏づけられた経験を基礎とし、事柄に即して思索しようとしていたことは、両者に共通

である。 

 「驚きによって人間は哲学を始める」6というアリストテレスの言葉を思い出すまでも

なく、偉大な哲学者の思索はある独特の気分を動機としている。形而上学の存在忘却のテ

ーゼとともに、現存在の実存論的分析を通路として「存在の問い」を仕上げようとする『存

在と時間』のハイデガーが、存在者全体を開示する「不安」の気分に突き当たったことは、

決して偶然ではない。形而上学の伝統と対決すべく新たな現存在の形而上学を構想せしめ

たものは、「何故そもそも存在者があって無があるのではないのか」という不気味な問い

であった。無くてもよかったものが有ることの不思議。有るものが無に没落していくこと

の不安。これらは形而上学の根源的出来事としての根本気分を形成していた。西田が「驚
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き」ではなく「悲哀」を哲学の動機とした時にも、まさに根本気分こそ実在に即した思索

を導く不可欠の契機であるという自覚があったと思われる。「形相を有となし形成を善と

なす」西洋哲学のテオリアの伝統に対して、「形なきものの形を見、声なきものの声を聞

く」東洋の無の伝統を対峙させるとき7、なぜ「悲哀」が思索の根本気分であると考えら

れたのか。そもそも「悲哀」とはどういう気分なのか。それがこれから問うべきことであ

る。 

 

 

（一）西田の意識論の根本特徴 

  

西田の中心思想とも言うべき「自覚」と「場所」の概念が確立したのは、『働くものか

ら見るものへ』から『一般者の自覚的体系』に至る一連の論考においてである。「判断的

一般者」から「自覚的一般者」へ、そしてそこからさらに「叡智的一般者」へと掘り下げ

ていく西田の「一般者の自覚的体系」は、もともと知識の基礎づけの意味をもっており、

「知る」ということがそもそも成立する我々の意識の基本構造を解明するものであった。

この点ではたとえばカントやフィヒテなどの超越論的哲学とあまり変わりがない。問題は

意識の本質としての「自覚」の捉え方にある。西田は「自己が自己に於て自己を見る」と

いう自覚的形式から出発し、「知ること」の本来の意味を、「自己が自己の中に自己を映す

ことによつて自己の内容を限定する」（N4-9）ことに求めた。西田にとって意識の働きは、

こうした自覚的限定の無限の働きから考えられるのである。西田の自覚の立場の中で「気

分」がどこでどのように位置づけられるかを見る前に、彼の意識についての基本的理解を

整理しておこう。 

 西田の意識論の第一の特徴は、カントやフィヒテの場合のように、自我の作用や活動に

存するのではなく、「映す」とか「見る」という仕方で「作用」や「働き」を包む
．．

ところ

にある｡「自己に於て自己を見る」ところの「自己に於て」は、働きを包む「場所」を意

味している。これまでの哲学では、意識の働きはたいてい主観‐客観‐関係の中で考えら

れ、意識の対象は意識の外にあると想定されていた。しかし、よく考えてみれば、この「外

にある」ということも何らかの仕方で意識されている。その意味では、意識の外にあるも

のは､意識の内にあるものでもある。西田は、意識のこうした奇妙なあり方に注目し、意

識の本質を、主観と客観を関係づける「作用」として捉えるのではなく、外のものを外の

ものとして限定する働きをもその内に包むところの「場所」として捉えたのである。西田

の考える意識は、主観‐客観‐関係がそこにおいて成り立つところの根源的意識であり、

いわゆる対象意識や自己意識もそこから出てくるのである。したがって自覚的形式に含ま

れる｢自己｣も｢我｣と同じではなく、まさに「我」という自己意識もそこから出てくるとこ

ろの「自己」、純粋経験の立場で言えば、主客未分の｢実在｣としての｢自己｣であった。 

 西田の意識論の第二の特徴は、自覚的形式における「見る自己」は本来決して見られな

い、つまりそのものとして対象化されることはないと考えるところにある。「見る自己」
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を何らかの仕方で見、それを限定すれば、それはもはや「見る自己」ではなく、「見られ

た自己」になっている。西田は、デカルトのコギトであれ、カントやフィヒテの超越論的

自我であれ、またフッサールの純粋意識であれ、すべて「見られた自我」、「見られた意識」

にすぎないと批判している。「見る自己」は決して見られない。見られ限定された自己は、

真の自己ではなく自己の「影」にすぎない。彼のこうした根本洞察は、もともと純粋経験

の立場に由来するものだが、場所的自覚にも受け継がれている。要するに意識の根底は決

して実体や作用として限定されることのないものであり、深淵に開かれた「無の場所」で

ある。 

 西田の意識論の第三の特徴は、意識の自覚的限定において「自己を知る」ことと「自己

を愛する」ことが一つになっていることである8。西田は、「自己の中に自己を見る」自覚

を、「外からの限定を内からの限定となす」ことに求め、そこに自己を愛する情意的自己

の自覚を見出した。西田にとって、対象を内に包む意識は常に情意的であり、情意を伴わ

ない意識現象はない。「真の自己は自己自身を愛することから起こる」（N4-221）のである。

西田によると、知的自覚の背後には必ず情意的自覚があり、知的意識より情意的意識の方

が深い。情意的自覚が真の自覚であるとさえ言えるのである。情意的気分の根底に自愛が

あること、そして情意的気分が真の自己への通路であること、これも意識についての西田

の根本洞察の一つである。 

 ちなみに、「外からの限定を内からの限定をなす」という意識の働きは、自己を越えた

ものを自己とするということであるが、それは単に外のものを内に取り込み、閉じ込める

ということではない。意識的自己ははじめから外に出ており、外に開かれ、外において自

らを見出している、またそれだからこそ、外を内とすることもできる。西田の言う「自覚

的意識」は、一見したところ、ハイデガーの「現存在」（Dasein）の理解とかなり異なるよ

うに思われるが、両者の「自己」についての捉え方は見かけよりもずっと近いのである。

西田の意識は、意識作用の基本構造から考えられていたとはいえ、ハイデガーがデカルト

やフッサールに対して批判の目を向けるような｢カプセルに閉じ込められた意識｣では決

してなかった。本来の自覚的限定を場所の自己限定として捉え、「自己」を物が自証的に

自らを示す「場所」と捉える西田の場所論的発想は、ハイデガーの現存在理解とかなり重

なるところがある。脱自的自己の自覚をもっとも顕著に顕わにしているのが情意的気分で

あると考えるところも、両者に共通である。「自らを示すものを、あるがままに見えるよ

うにする」という現象学の格率は、西田の思索にそのまま当てはまるであろう。 

 西田の意識論の第四の特徴は（そしてこれこそ西田の意識論を独創的なものとしている

のだが）、本来の自己は見ようとすると見ることができず、むしろ「自己を忘じたところ

に自己がある」というパラドックスについての根本的洞察である。先に見てきたように、

実体としてであれ、統一作用としてであれ、自己を特定のあり方として限定する自己意識

の立場に立つかぎり、決して真の自覚に到達することはない。真の自覚はむしろ、見られ

る自己がなくなるとき、「自己が絶対に無なることを見る」ときに成立する9。西田はしば

しば「見るものなくして見る」とか「自己を無にして見る」と語るが、これは、自己を限

定する作用の方向、すなわちノエシス的方向に見られるものがなくなり、限定された対象
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意識の方向、すなわちノエマ的方向に「自証的なるものを見る」（N4-313）ことを意味す

る。同じ事態を自覚的形式で表現すると、「自己を無にして見る」とは、「自己に於て」が

そのまま「自己が」となることである。「自己が」が消されて「自己に於て」と「自己を」

が残されると、自己を見る自覚的限定は、「自己に於て」という「無の場所」の自己限定

となる。無を見る自己のノエシス的限定はそのものとしては見られることがなく、単なる

ノエマ的限定を通してしか見ることができないので、「自己に於て」は、物が物として顕

わになる場所となるのである。西田は言う。 

 

無を見る自己の自覚的限定に於ては、見る自己もなく見られる自己もないから、意識面が意識面

自身を限定する、即ち一般者が一般者を限定すると考へられるのである。かゝる立場からは、作

用的なるもの、自覚的なるものは否定せられて、すべてが単に有るものとなる、無を見る自己が

有るものを限定するのである。かゝる意味に於て私は自己自身を限定する一般者を場所といふの

である。（N4-307） 

 

 以上の言葉は、「見るものなくして見ること」がどうして「場所が場所自身を限定する

こと」になるのかという、西田の「場所」の思想の核心をうまく説明している。こうした

「見るものなくして見る」自己のことを、西田は「超越的自己」とも呼び、意識的自己を

越えた叡智的自己の特徴とするのである。彼は後にしばしば、「物となつて見、物となつ

て働く」（N9-368）と語るが、これはまさに超越的自己のあり方を示すものである。こう

した超越的自己の自覚は、意識の深層としての絶対無の自覚はもとより、意識の表層とし

ての対象的意識（西田の言い方では意識の表象面）の裏づけになっている。 

 さて、西田の意識論の特徴として最後に挙げておきたいのは、西田が「無にして有を限

定する」本来の自覚的自己の根底に「根本矛盾」を見ていたことである。意識存在の構造

的矛盾はすでに多くの哲学者が認めており、対象意識と自己意識の矛盾から意識の経験の

学を構想したヘーゲルがその代表である。西田が見た自覚的自己の根本矛盾は、ヘーゲル

の見たそれよりもより根本的なものである10。というのも、対象意識と自己意識の矛盾は

意識的自己の矛盾であるが、西田がここで考える矛盾は、意識的自己を越えた超越的自己

そのものに潜む矛盾であり、「無にして有を限定する」本来の自覚的自己の矛盾だからで

ある。西田から見れば、意識的自己の矛盾は、超越的自己の矛盾が意識の表層に映し出さ

れた影である。本来の自己そのものが矛盾であるからこそ、知的自覚、情的自覚、意志的

自覚などすべての自覚的意識において、それぞれの様相に応じて様々な矛盾が現れること

になる。知的自覚には不整合や論理的矛盾として、情的自覚においては不安や悲しみとし

て、意志的自覚には苦悩や絶望として。 

 「無にして有を限定する」自覚的自己の矛盾がいったいどのような意味で矛盾なのか、

なかなか分かりにくいが、その意味を探るために、「無にして有を限定する」自覚的限定

を対象意識と自己意識の関係に映して考えてみよう。西田によると、対象意識は自覚的限

定のノエマ的方向に見られ、自己意識はノエシス的方向に見られる。ノエシス的方向とい

うのは、すでに触れたように、自己そのものを見る方向であり、この方向を深めていくと、
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自己の無を見ることになる。これはノエマ的には、自己否定の方向になる。それに対して、

ノエマ的方向とは、自己自身の内容を見る方向であり、自らの作用的意義を失うことによ

って、自己を何かとして限定する方向である。これはノエマ的にはもちろん自己を肯定す

ることであるが、ノエシス的には自己否定になる。無にして有を限定するノエシス的働き

は、何らかの形で限定されると固定され、その本来の働きを失うからである。 

 このようにノエシス的限定とノエマ的限定は、同じ自覚的限定の必然的契機であるが、

互いに対立し否定し合う関係にある。先に、「自己を知る」ことは「自己を愛する」こと

であると述べたが、自己を知ることがノエシス的方向に力点があるとするならば、自己を

愛することはノエマ的方向に力点があることになろう。無にして有を限定する自己矛盾は、

自己を知ることと自己を愛することの矛盾でもある。ちなみに「見る自己」は見られない

という意識の特徴も、本来は自覚的自己の「根本矛盾」に基づく。自己が何かとして見ら

れても、それはノエマ的限定にすぎず、自己のノエシス的限定そのものを見たことになら

ないのである。ただこうした矛盾は、通常の意識では自覚されないことが多い。自愛を根

底とし、限定された自己のあり方に固執する自己意識にとって、自己を否定し開かれたも

のにすることがいかに難しいかをよく示している。いずれにせよ、自己の存在そのものに

見られた根本矛盾を通して、西田がなぜ「悲哀」を哲学の動機としたかという理由が見え

てくる。 

 しかし、我々としては先を急がないことにしよう。西田哲学の根本気分を問題にするに

先立って、そもそも西田の自覚の立場においてハイデガーの言う意味での「気分」が問題

になりうるか、確認しておかなければならないからである。 

 

 

（二）西田の自覚の立場から見た「情態性」としての「気分」  

 

（イ）自覚的形式における「内に有ること」の位置 

 ハイデガーの『存在と時間』における現存在の実存論的分析は、我々現存在の存在理解

を通路として、現存在の存在構造を解き明かす仕組みになっている。この実存論的分析は、

現存在の存在についての先理解を主題的に取り出し解釈するという意味をもっており、そ

れゆえ「世界内存在」（In-der-Welt-sein）としての現存在の存在構造の分析は、ハイデガー

自身の実存の理念の企投と見なすことができる。現存在が「各自性」（Jemeinigkeit）という

性格を持っていることを考えれば、現存在の実存論的解釈はハイデガー自身の「自覚」の

内容を展開したものであると言っても言いすぎではないだろう。ハイデガーの「世界内存

在」の実存論的分析の歩みを、「自己が自己に於て自己を見る」という西田の自覚的形式

に当てはめて考え直してみよう。 

 周知のように、ハイデガーは現存在の実存論的分析を、世界内存在の諸契機、すなわち

世界の「世界性」（Weltlichkeit）、世界内存在とは「誰か」（Wer）、「内に有ること」（In-sein）

の順に進めていった。最初の世界性の分析は、西田の自覚的形式でいえば、「自己が自己
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に於て自己を見ること」の｢自己を｣の内容に対応している。ハイデガーは、世界の中で出

会うものの第一義的なあり方を、現存在が配慮的に関わるところの｢手許存在（道具存在）」

として規定した。現存在の「何のためか」（Worumwillen）を軸として世界内存在の「有意

味性」（Bedeutsamkeit）の構造を露わにしていく実存論的分析の進行は、世界内存在として

の「自己」の自覚の内容（つまり「自己を」の内容）をノエマ的に展開したものであると

言ってよいだろう。次に、世界内存在とは「誰か」という分析は、「自己が自己に於て自

己を見ること」の｢自己が｣に対応している。ハイデガーは現存在の日常性に即して、自己

の自覚のノエシス的内容（つまり「自己が」の内容）を「ひと」のあり方として取り出し

た。公開性や空話、好奇心や曖昧性などの「ひと」の頽落したあり方は、「共に有ること」

としての日常的自己の自覚内容である。最後に、「内に有ること」の分析は、「自己に於て」

を取り出したものであると見なしうる。世界内存在の根本契機として他の契機を統括する

「内に有ること｣の分析は、「於て見ること（映すこと）」という自覚の働きそのものを主

題化したものであると理解できるのである。「内に有ること」の根本契機としての情態性

と理解は、現存在の被投的企投の構造契機として、「自己を」というノエマ的内容と「自

己が」というノエシス的内容を統括する実存そのものの自覚内容であり、「自己に於て」

という直覚面に映された自己そのものの内容である。 

 以上のように見てよいとすれば、ハイデガーの実存論的分析における「内に有ること」

の本質を、西田の自覚の立場から解釈しうる可能性が見えてくるだろう。「現存在」（Dasein）

の「現」（Da）が「開示性」（Erschlossenheit）、つまり自己や他者、配慮的事物がそこで出

会われる世界の「開け」を意味するとすれば、「内に有ること」の分析は、自己や世界を

開示する｢現｣の存在可能性を明らかにすることである。これを西田の自覚の立場に置き換

えると、場所に「於て有ること」としての「自覚」を主題的にことさらに取り出し、場所

的自覚の本質構造を解明することになる。逆に、西田の自覚の立場をハイデガーから見れ

ば、場所的自覚の内実は、「情態性」と「理解」という「内に有ること」の本質的契機の

解明を通して接近可能となるはずである。その意味で、「情態性」としての「気分」は、「自

己に於て自己を映す」場所的自覚の可能性の制約と見なしてよい。このように、ハイデガ

ーの｢気分｣と西田の「情意的なるもの」を重ね合わせて、ハイデガーの実存論から西田の

場所的自覚の立場を理解しようとすれば、西田の場所的自覚の思想は、自己の現象学の一

つの可能性を追求したものであるとさえ言えよう。見るものなくして見る「無の自覚的限

定」の立場と、自ら示すものをありのままに見えるようにする「解釈学的現象学」の立場

は、思ったほど離れていないのである。 

 

（ロ）ハイデガーと西田の立場の相違 

 ただし、両者の違いも無視できない。ハイデガーの場合、情態性としての気分は現存在

の被投性の契機として捉えられている。我々現存在が自らの存在を引き受け、重荷を背負

うという仕方で存在せしめられていることを露呈するもの、それが｢気分｣である。｢気分｣

は、現存在が「その存在に引き渡されているところの存在者｣11であることを露わにする開

示機能であった。このように、ハイデガーにとって「気分」が現存在の被投性にしか割り
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当てられていないことは、「内に有ること」の本質が現存在の有限性に向けて解釈されて

いることを示している。もちろんハイデガーの｢内に有ること｣は、「情態性」として、気

分づけられた仕方で自己を見出しているだけでなく、同時に、こうしたあり方として自己

を「理解」している。その意味で、現存在は｢被投的企投」であり、世界の事物や他者と

の関わりの中で自己の存在可能性に向かって開かれている。現存在は、自己の有限性を有

限性として理解しつつ引き受けているかぎり、単なる有限性の内に留まってはいないので

ある。とりわけ「死への存在」という「先駆的決意性」においては、「自らのもっとも固

有な存在可能に向かって自由であるという可能性」が開かれる。しかし、ハイデガーの本

来的実存のこうした構想も、決して現存在の有限性を排除するものではなく、むしろ有限

性を有限性として自覚するところに向けられていた。ハイデガーが不安を根本気分とする

のも、現存在が不安において単独化され、世界内存在としての自らの有限性に直面せしめ

られるからである。不安においては、「開示すること」と「開示されたもの」が合致して

おり、それゆえ不安は「自己を見出す」本来の存在可能性を開くものとなる。 

 現存在の有限性のこうした強調は、絶対無の自覚に基づく西田の自己理解からはかなり

かけ離れている。ハイデガーが不安を｢根本気分｣としたのは、不安において現存在が生（ナ

マ）の実存に直面せしめられ、日常的平均的な存在理解の脱落によって、存在者全体がそ

れとして露わにされるからであった。不安は、存在者全体の開示という存在論的機能をも

ち、形而上学的存在としての本来的実存の理解への通路となるからこそ、｢根本気分｣とさ

れたのであった。西田から見れば、こうした実存の自己理解、存在理解は、解釈学的現象

学の立場に制約された見方であって、我々の真の自己のあり方の自覚に導くものではなか

った。西田によると、真の自己の自覚は、存在理解の解釈の立場ではなく、自愛的自己の

「行為的自覚」の立場に立たないと見えてこないのである。彼はハイデガーの解釈学的現

象学の立場と自らの絶対無の自覚の立場の類似性を認めるものの、ハイデガーの「存在」

が「事実的に自己自身を見るもの」ではないと不満を漏らしている。 

 もっとも西田も、ハイデガーにおける現存在の「内に有ること」、とりわけその本質契

機としての「理解」が存在の企投として一種の「行為」の意味をもつことを認めている。

だが、西田の立場から見れば、ハイデガーの存在理解は、あくまで存在の可能性の理解で

あって、現存在がそのときその場で関わる「事（こと）」に即したものではない。日常的

現存在の「ひと」の世界と、先駆的可能性において開かれる本来的実存の世界とが乖離し、

日常性の中で本来的自己と非本来的自己を橋渡しすることが困難であることも、その証拠

となっている。本来的時間性において将来から時熟する脱自的現存在の世界は、日常性の

中でいったいどのようなものとして開かれるのであろうか。日常的現存在における手許存

在の意味連関は、本来的実存においてもそのまま保持されているのだろうか。「不安の夜」

において解体した日常的世界の意味地平は、現存在の本来性においてどのように変様する

のであろうか。西田にとってハイデガーの本来的実存は、絶対無の自覚に基づいた「死し

て生きる」本来の自己と類似した構造をもつものの、場所が場所自身を限定し、事実が事

実自身を限定する「見るものなくして見る」自己とは異なるものであるように思えた。西

田にとって、「真の自己は単に自己を了解するものでなく、働きによつて自己自身を事実
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的に知るもの」でなければならない（N5-132）。現存在の存在理解から本来的実存の構造

を取り出そうとするハイデガーの解釈学的現象学の立場は、彼が標榜するほど実存の事実

性に即したものとは考えられないのである。 

 西田によれば、知識は総じて「行為の意義を有つた自覚的内容の意義」をもっている。

現象学という学問が成り立つためにも、行為的自覚が不可欠である。行為的自覚とは、西

田の後の概念を用いれば、「行為的直観」を通した自己の自覚のことであり、｢見ることが

働くこと｣、｢働くことが見ること｣になってはじめて可能になる自己の自覚である。こう

した行為的自覚の立場は、「無にして見る自己の自己限定の内容として事実が事実自身を

限定する」立場ともいわれ、行為的自己の「今ここ」の立場に立つことによってはじめて

開かれる。西田によると、こうした立場に立つことによって、「スム」（私がある）という

ことも、「場所自身の自己限定の意味に於て有る」ということもできるのである。現存在

の本来的時間性も、将来から時熟するのではなく、現在が現在を限定する「永遠の今の自

己限定」の意味をもつものでなくてはならないだろう。「スム」は、「単に自己自身を表現

し自己自身を了解するハイデッゲルの存在」（N5-135）ではなく、行為を通して自己自身

を見るものなのである。 

 

私といふものは「そこに」あるものではなく「こゝに」あるものでなければならぬ、此処から其

処が見られるのである。永遠の今の自己限定として永遠なるものに触れる所に、自己があるので

ある。自己のある所、そこが今であり、此処である、現在から過去未来が見られ、此処から其処、

彼処が見られるのである。（N5-135, 136） 

 

 容易に分かるように、「現存在」の｢現｣（Da）を念頭に置いた西田の行為的自己の立場

からのハイデガー批判である。「私といふものは〈そこに〉あるものではなく〈ここに〉

あるものでなければならぬ」と言わしめる西田の行為的自己の自覚の立場の概要がこれで

つかめたと思う。ただ問題も残る。西田は本来の行為的自己の自覚を｢永遠の今の自己限

定｣と性格づけたのだが、こうした「永遠なるものに触れる」自己の立場から、はたして

ハイデガーのいう「気分」を語ることができるのであろうか。「気分」がハイデガーの見

たように現存在の被投性を言い表すものであれば、疑問はさらに大きくなる。 

 

（ハ）ハイデガー批判の二つの論点 

 ハイデガーに対する西田の批判をもう一度整理してみよう。論点は、次の二点に絞られ

る。第一点は、ハイデガーの理解する「存在」が、西田のいう「事実」の意味をもちえな

いという批判であった。西田はハイデガーにおける「現存在」の「内に有ること」、とり

わけその本質契機としての「理解」が「行為」の意味をもっていること、ハイデガーもあ

る種の主客合一の立場に立って考えていることを認めている。しかし、西田から見れば、

ハイデガーの理解する「存在」は、「見るものなくして見る」叡智的自己との関係におい

て考えられていないために、彼の実存論は、事実が事実を限定するような真の事実性の立

場に立つことができない。「自己自身の内容を見ない叡智的自己の限定は何処までも抽象
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的たるを免れない、客観的に有るものを限定することはできない、従つて客観的真理を樹

立することはできない。真理は単に自己自身を闡明するものではなくして、自己自身を限

定するものでなければならない」（N4-280）、と批判している。 

 第二点は、最初の点とも連関していることだが、行為的自己の時間性に関わる。ハイデ

ガーの本来的実存への転換は、実存の本来的時間性の構造に即して考えられていたが、そ

れでは行為的自己のもつ無の自覚的限定の意義を捉えることができない。その理由は、ハ

イデガーの現存在の存在が行為的自己の自愛との連関で理解されていないことに求めら

れる。こうした解釈学的現象学の実存理解では、実存の本来性に導くべき現存在の自己否

定の意味を十分開陳することができないだろう。ハイデガーにおける現存在の本来性の遂

行は、存在可能の全体性の開示としてしか理解されておらず、自己存在を根本から規定し

ている「自愛」の自己否定の意味をほとんど含まない。彼が本来性への通路を、「死への

存在」における現存在の「先駆的決意性」に求めたことも、また現存在の本来的時間性に

おいて「現在」にではなく「将来」に重きを置いたことも、そして最後に、現存在の根本

気分を「悲哀」ではなく「不安」であるとしたことも、すべて彼が人間存在の否定性の意

味を自愛的自己の行為の立場に立って、絶対無の自覚との連関で考えなかったことによる

12。西田は言う。 

 

私の自己自身を限定する事実そのものといふものも、ハイデッゲルから云へば存在の類に属する

ものであつて、存在にアイゲントリッヒといふ如き種差を加へることによつて考へられるかも知

れない。併し私は無限に種差を加へても一般的なるものから個物的なるものは出て来ない如く、

存在が私の所謂事実そのものに達することはないのではないかと思ふ。知るといふことが情知と

いふ如きものによつて予備せられるとしても、後者より前者へは一種の超越がなければならない

と考へるのである。一般的妥当性を要求する当為の意義を有つた知識は、行為の意義を有つた自

覚的内容の意義を有つたものでなければならない、そこには無にして見る自己の自己限定の内容

として事実が事実を限定するといふ意味がなければならない。（N5-134） 

  

 ちなみに、この引用における「知るといふことが情知といふ如きものによつて予備せら

れるとしても、後者より前者へは一種の超越
．．．．．

がなければならない」（傍点筆者）という言

葉は、本来的自己の自覚に至るために実存の自己否定が不可欠であることを示唆するもの

である。ハイデガーと西田における「根本気分」の比較を課題とする我々にとって、重要

な手がかりとなる言葉である。 

 ともあれ、以上のような批判が生じてくる背景には、ハイデガーの実存論における身体

性の軽視がある。「情態性」としての「気分」を実存の本質的契機とするならば、身体性

の連関は当然視野に収めていなければならなかったはずだが、彼はそうはしていない。現

存在を、「存在することに於てその存在が関心の的になっているような存在者」と定式化

し、現存在の世界への第一義的な関わり方を世界の中で出会われる事物への｢配慮｣や他者

に対する「顧慮」に求めたハイデガーが、身体性をほとんど無視したことはむしろ奇妙で

さえある。現存在の存在の意味を「気遣い（慮り）」（Sorge）に帰着させたのであれば、自



存在の悲哀と無の慈しみ（嶺秀樹） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.8 2014 

 

80 
 

愛的傾向性を現存在の存在理解の基本動向として認めることができたはずだし、身体性を

主題的に取り上げて、身体性や自愛との連関で現存在の行為的自覚の可能性を追求すべき

であった。 

 

（ニ）情意的なるものにおける身体性の意義 

それでは「身体」とはいったいどのようなものであろうか。西田によれば、身体は精神

の単なる道具ではなく、まして外から見られた「肉体」ではない。彼は意志と身体の運動

の内面的関係を重視し、身体の運動を「自己の行為を表現するもの」（N4-219）であると

考えている。「私が行為する」ということは、一般的には、「自己の意識を越えた外界を自

己の中に取り入れること」であるが、こうした行為的自己の根底には、限定された自己を

越えて「自己そのもの」を見ようとするものがある。「知的自己のノエマ面を越えてこれ

を内に包み、どこまでも自己を見ようとする」ことが、西田にとっての「自愛」の本来の

意味である。食欲や性欲など、我々の内には様々な生命の衝動があると考えられるが、そ

うした自愛的自己の衝動の根底にも、表現的自己の要求、自己実現の要求が見出される。

「衝動的なるもの」は身体の行動によってその目的に到達するものである。自愛的自己は、

行動によって身体的に自己を限定し、その限定の内に自己自身の内容を見ようとし、自己

そのものを求めて無限に駆り立てられるのである。｢情意的なるもの｣は自愛的自己のこう

した身体的行為的自己限定の現れであり、情意的自覚の意味をもつ。 

 我々の情意的内容には、決して知的に反省することのできない暗くて深いものがある。

西田はこうした｢情意的なるもの｣の内に、「超自然の世界に通じたもの」、「叡智的自己の

ノエシス的内容を映すもの」を見た。身体は「意識の底にある深い自己の表現」（N4-127）

であると言われる所以である。身体的に捉えられた情意的意識の内に「イデアの影」とも

言うべき叡智的なるもの映像を認めたこと、これが西田の「情意的なるもの」とハイデガ

ーの情態性としての「気分」の理解を決定的に分かつ視点である。 

 ハイデガーの身体性の軽視は、現存在の超越の理解にも影響を与える。「死への存在」

における「先駆的決意性」は、配慮している世界に没入し「世界へと頽落」（Verfallen）し

ている日常的現存在を、公開性に支配された「ひと」としてのあり方から本来的実存へと

引き戻す契機となってはいるが、自愛的自己の根本的自己否定を通した実存的行為的転換

の意味をもっているわけではない。その証拠として、先駆的決意性における現存在の全体

性の開示が、実存の存在可能性をそれとして持ち堪える意味をもっているだけで、自己や

世界を真に革新する意味を含んでいないことを挙げることができる。事実、ハイデガーの

実存論的分析は、基礎的存在論の構想の中で遂行され、ひたすら現存在の存在理解の次元

における存在論の転換をめざしていた。 

 西田によれば、「真の自己」への転換は、単に自己理解の転換を意味するのではない。

自覚的自己の本来のあり方は、身体を脱却し自己を無にして見ること、死することによっ

て生きることである。身体的限定を脱しないかぎり、利己的愛というものは消滅しない。

実存の真の転換が起きるためには、逆説的に響くかもしれないが、「客観界を自己の中に

包」み、「客観的事実を自己自身の限定」（N4-227）とする行為的自己の立場に立つほかは
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ない。「自己の無を見る自己」、「自己を無にして見る自己」は、行為の立場に立ってはじ

めて自覚できることだからである。真の自己は、「自己を了解するものではなく、働きに

よって自己自身を事実的に知るものである」という西田の言葉は、まさにこのことを意味

している。「行為に於て我々の自己は自己を失ふのである、我々の身体的内容は客観的事

実の世界の中に没入するのである」（N4-229）という言葉が言わんとしていることも、同

じことである。 

 衝動的なるものに支配された身体的行為的自己と身体的限定を脱した行為的自己。この

二つの行為的自己の違いは、無にして見る「ノエシス的自己」の直覚に関わっている。見

られた自己があるかぎり、我々の自己は自愛的自己の限定面にある。見られた自己が自愛

的限定面にあるかぎり、我々は真のノエシス的自己を見ることができない。見られた自己

が消され、無にして見る「ノエシス的自己」となることによってのみ、我々の自己は他愛

的自己の限定面に入り、真の自覚的自己に至る。それにしても、こうした行為的自己の転

換は、いったいどのようにして起こるのだろうか。その際、「情意的なるもの」や「気分」

が関与することがありうるのだろうか。 

 

 

（三）思索の根本気分としての悲哀 

 

（イ）自愛的自己の喜びと悲しみ 

 自愛的自己の自己への固執は生命の業ともいうべき自己執着だが、そこからの解脱は宗

教の根本問題であった。｢自己の無を見る｣西田の絶対無の自覚も、自己への固執からの自

由という宗教的関心に動かされていたことは確かである。しかし、ここでの我々の問題は、

宗教的解脱ではない。我々が問うべきは、「叡智的自己のノエシス的内容」が「情意的自

己」に映されているという意識的自己の本質的あり方と、絶対無の自覚的限定との関係で

あり、我々の意識的自愛的自己に浸透している根本気分としての「悲哀」の意味である。 

 西田によれば、自愛的自己の衝動的要求は、「自己自身を見ようとする努力」であり、「主

客合一の直観に到らうとする過程」（N4-233）である。主客合一に到る「一歩一歩」が「自

己自身の実現」として「満足」であり、｢喜び｣である。主客合一の直観に到達すれば、そ

こには無限の喜びがある。我々の自己は、行為的自己であると共に表現的自己であり、外

に働きかけ、自らを表現すべく作品を生み出す。生み出された作品に自らを見出すことが

できれば、我々は幸せである。それに対して、こうした自己実現の歩みが妨げられること

が、悲しみである。我々の理想や当為意識に照らして、我が身が至らなかったり背反して

いると自覚する場合でも、悲しみが生まれる。こうしたことが昂じると、死に至ることも

ある。 

 先に述べたように、自愛的自己の自己限定は、総じて「外からの限定を内からの限定と

なすこと」にあった。その際、ノエシス的内容を極小にしてノエマ的限定の中に自己を見

出すのが知的自己の直覚であり、ノエマ的内容を極小にしてノエシス的限定の中に自己を
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見出すのが自由意志の自覚であった。知的自己の直覚も自由意志の自覚も、方向は逆であ

るが、ノエマ面とノエシス面が合一することに基づいている点では違いがない。両者が、

「外からの限定を内からの限定となす」という自愛的自己の行為的自覚をもとにしている

点でも同じである。情的自覚も、知的自覚と意志的自覚と同様に、ノエシス的限定とノエ

マ的限定の合一によって成立するが、情的自己の自己限定の仕方は他の二つの場合と事情

が少し異なる。知的自覚と意志的自覚は、ノエシス的限定かノエマ的限定のどちらか一方

が極小化されることによって両限定が合一するのだが、情的自覚の場合には、両限定が一

方に偏ることなくいわば中和化される仕方で一つになる点が違うのである。自愛的自己の

身体的限定のあり方そのものが直覚されることも、情的自覚の特徴である。情的自覚にお

ける自覚の内容は、意志的自覚の場合のように自己の自覚的限定のノエシス的働きではな

く、また知的自覚の場合のようにノエマ的対象でもない。情的自覚の場合、自己として意

識化されるのは、身体的自己の情態である。知的自覚や意志的自覚ではなく情的自覚を通

して真の行為的自己のあり方が見られる理由はまさにそこにある。 

 知的活動にも意志的行為にも、喜びや悲しみという「情意的なるもの」が常に伴う。そ

れは、情的自覚の限定面が知的自覚面と意志的自覚面のいわば中間にあり、両者を橋渡し

する役割を負っているからである。西田も、｢情意的なるもの｣は叡智的自己に直接通じて

いると述べているが、情的自覚が叡智的自己の身体的ノエマ的限定として成立し、身体的

に直覚されるからであろう。意識的自己の自覚がすべて叡智的自己の影の意味をもつこと

も、意識的自己の自覚的限定が自愛的行為的自己を基にしていることから考えられる。意

識的自己における知的自覚、情的自覚、意志的自覚の根底にはすべて、｢見るものなくし

て見る」叡智的自己が控えているのだが、この叡智的自己の自己自身を見ようとする「欲

求」が、身体的限定を通してしか意識されないために、我々にとって「衝動」としてしか

現れないのである。意識的自己が叡智的自己の影たる所以である。 

 

（ロ）生の根本矛盾と悲哀の行為的実践的意味 

 さて、西田の思索の｢根本気分｣が｢悲哀｣であると考えられるのは、「無にして有を限定

する」自覚的自己の根底に｢根本矛盾｣を見て取ることができるからである。我々の生には

様々な形の矛盾が見出される。たとえば、日常生活において我々を悩ます矛盾である。我々

は仕事に生きがいを求め、他者の承認に自らの人生の意味を見出そうとするだろう。しか

し、仕事の成果や他者の評価に人生の目的を見出そうとしても結局無駄に終わろう。他者

の認める自己は真の自己ではなく、自己の影にすぎない。他者の評価にのみ自己の価値づ

けを委ねれば、結局主体性が失われる。他者の外からの評価と自己の内からの評価はごく

まれにしか一致しない。自己を表現すべき作品は、作者の手を離れると自己疎外の運命を

免れることができない。表現されたノエマ的形象は、ノエシス的生そのものを映すすべな

く、それに固執すれば、いずれは活力を喪失する。こうした悪循環は、西田も言うように、

「我々の自己は死に於て自己自身の目的を有する」（N4-233）かの印象を我々に与えるの

である。そもそも身体性に根ざす本能的欲望そのものが矛盾である。欲望が充たされて、

それがいったん消滅してもそこに真の満足はなく、欲望はポテンツを上げて無限に我々を
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駆り立てる。生の欲望の目的は欲望の死であるという自己矛盾。そこには悪循環に巻き込

まれざるをえない欲望の悲しさがある。 

 こうした生の矛盾はいったいどこに由来するのであろうか。先に触れたような自覚的限

定におけるノエシス的方向とノエマ的方向の矛盾的関係に求めるべきであろうか。自己の

無を見るノエシス的方向は、ノエマ的には自己否定を意味し、自己の内容を見るノエマ的

方向は、ノエシス的には自己否定を意味していた。これはたしかに一種の自己矛盾である。

しかし、西田は、こうした矛盾に留まることなく、さらにその根底に真の自己矛盾を見よ

うとした。「無にして有を限定する」ことの自己矛盾、絶対無の自覚そのものに見出され

る自己矛盾がそれであった。 

 もっとも、「無にして有を限定する」自己矛盾とノエシス的限定とノエマ的限定との間

の矛盾とは、一見、同じことを意味しているように思われるかもしれない。ノエシス的限

定とノエマ的限定は「無にして有を限定する」自覚的限定の等根源的な二契機であること

を考えれば当然の疑問である。しかし両者を区別しておくことは、「無にして有を限定す

る」自覚的限定を「絶対無の場所の自己限定」として捉えるためにもきわめて重要である。

詳細は省かざるをえないが、ひとまず注意すべきは、「無にして有を限定する」ことがい

わば「同一性と非同一性の同一性」という構造をもっていることである。ノエシス的限定

とノエマ的限定の矛盾は､絶対無の自覚としてのいわば「絶対的同一性」を「差異」の方

向から見たものである。この矛盾を自覚する者自身は、ある意味で絶対無の自己限定その

ものをすでに離れ、差異の立場に立ち、差異化されたものの間の相互矛盾を無の自己限定

に映して見ている。それに対して「無にして有を限定する」ことに見出されるべき矛盾は、

ノエシスとノエマを差異化しつつ自己限定する働きの同一性
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

の自覚
．．

であり、西田の後の言

葉で言えば、「絶対矛盾的自己同一」である。こうした矛盾を見る者は、「無にして有を限

定する」働きの同一性を離れずに、そこから差異化の働きを見ているのである。 

 ちなみに、絶対無の自己限定がそれ自身からノエシス的限定とノエマ的限定を分化させ、

その間に矛盾を生み出すと共に、それを包むという仕方で矛盾を消す意味をもっているこ

とも、「無にして有を限定する」絶対無の自己限定の｢絶対矛盾的自己同一｣的なあり方か

ら理解されるだろう。絶対無の自己限定が矛盾を生み出しつつ矛盾を消すと言っても、矛

盾が全くなくなるわけではない。矛盾そのものを自己とすることによって、矛盾したまま

で矛盾を越えることである。こうした矛盾的自己の自覚こそ、西田にとって真の自己の自

覚への通路であり、絶対無を自己として生きる決定的契機であった。絶対無を自己とする

ことによって、事実を事実として見る場所が開かれる。矛盾したままで矛盾にとらわれず

に自由に生きる可能性が自己に与えられるのである。絶対無の自覚の真意はここにある。 

 以上のような無の自覚の立場を真に受け止めることができれば、なぜ｢悲哀｣が絶対無の

自覚の根本気分となるのかも、おのずと見えてくるだろう。我々の生を彩る悲喜こもごも

の感情に通底している「悲哀」の気分は、「無にして見る」自己の根本矛盾の現れである。

ノエマ的客観的に映された自己は、無にして見る叡智的自己の影にすぎないという意識的

自己の悲しみも、絶対無の自覚に含まれる自己矛盾の反映と見なされる。またそれだから

こそ、「悲哀」を通して真の自己に至ることも可能なのである。西田は、「我々はいつでも
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悲哀を通して、自己自身を見るものに至る」（N4-234）と述べているが、彼が「深い人生

の悲哀」を哲学の動機とする所以である。我々が「悲哀」を思索の根本気分とする理由も

ここにある。 

 「悲哀」を和語に直すと、「かなしみ」となる。「かなしみ」が「悲しみ」と「愛しみ（い

としみ）」の二重の意味を含むことは偶然ではない。日常の経験においても人や物に無常

を感じるからこそ、一期一会の出会いを大切に思い、身のまわりの物事に愛着を覚えるの

である。「生きとし生けるものの底には死があり、悲哀がある」と感じることにこそ、人

や物と関わる自愛的自己の根本転換のきっかけがある。このように、｢悲哀｣を根本気分と

見なしうる理由は、「悲哀」を通して「無にして見、無にして働く」真の自己への転換の

道が開かれることに存する。より正確には、「悲哀」の気分は我々を｢無の自覚」に導き、

「無の自覚」は我々に悲哀をもたらすと言うべきであろう。悲哀は単なる情動ではない。

喜びや悲しみの情動とは違って、｢悲哀｣の気分は我々にむしろ落ち着きをもたらす。悲し

みの中にあって悲しみを越え、喜びの中にあって喜びを越える。 

 よく知られた西田の歌に、「わが心深き底あり喜も憂の波もとゞかじと思ふ」という歌

がある。｢悲哀｣の気分を漂わすこの歌は、現在から現在へ、「そこからそこへ」という事

実的実存の現在に徹する生の消息をよく伝えるものとなっている。西田が「絶対無の場所

の自己限定」とか「永遠の今の自己限定」と語ることも別のことではない。悲哀を通して

「自己の無」に目覚めることによってこそ、自己の於てある「無の場所」が開かれる。ま

た｢悲哀｣の中で「現在」が深くなるからこそ、現在が現在自身を限定するという「絶対無

の自覚の立場」が成立しうるのである。無の自覚的限定の「今・ここ」は、「悲哀」の気

分の中でしか開かれないと言いうる。 

 西田がハイデガーの実存論に対して不満を抱き、ハイデガーの言う「存在」が「未だ事

実ではない」（N5-133）と批判したのは、無にして見る自己の「物となって見、物となっ

て働く」行為的自己のあり方が希薄に思えたからであった。「物となって見、物となって

働くこと」、これは絶対無の自覚に裏づけられた行為的自己の「事実を事実として限定す

る」あり方を言い表したものであった。我々としてはここに、｢悲哀｣に裏づけられ「自己

の無」を自覚した行為的自己の「物に対する慈しみ」を見て取るべきであろう。ハイデガ

ーの「不安」のみからは、おそらく物や人への慈しみ、世界への愛は出てこない。という

のも、彼の根本気分としての「不安」は「無」を開示するものであっても、「無」そのも

のの現れであるとは言えないからである。「不安」を通した「無」の自覚は、世界の事実

を脱落せしめても、「事実が事実を限定する」場所を開くものではない。悲哀を通して自

己の無を見る時、「矛盾そのものを自己と見る」行為的自己の立場が開かれる。行為的自

己のこうした自覚を通して、我々は、「自己を否定することによつて自己を見出す所に、

真の愛がある」（N5-214）ことを知るであろう。愛は、厳密には、人に対してのみ言える

ことであろうが、物への慈しみと人への真の愛は、共に「悲哀」を通して無の場所に開か

れている。 
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注 

 

1 西田幾多郎新版全集第 5 巻 92 頁。以下西田からの引用箇所は N5-92 のように記す。 
2 N4-291 および N4-293 参照。 
3 N23-176 参照。 
4 ハイデガーの主著『存在と時間』が出版された 1927 年は、西田の場所の思想が確立する論文集『働

くものから見るものへ』が出版された年でもある。西田はこの著作以後、ハイデガーに言及してい

る箇所がいくつかあり、特に『一般者の自覚的体系』（1930）､『無の自覚的限定』（1932）にお

けるいくつかのコメントは、西田のハイデガー理解を知る上で重要である。たとえば、N4-231f. 

や N4-278ff.、N5-129ff. 
5 『西田幾多郎 ―同時代の記録―』（岩波書店 1971）に収録の三宅剛一の文章による。同書 123

頁参照。 
6 アリストテレス『形而上学』（982b10）。 
7 N3-255 参照。 
8 西田にとって意識の働きは、自由な人格的基礎の上に成立し、自愛的自己の知・情・意のすべて

の次元を貫くところの無限の創造的活動であり、内と外、分裂と統一、調和と不調和が相即する

精神現象である。 
9 こうした自覚の捉え方に仏教の影響を認めることは容易である。たとえば道元の『正法眼蔵』の

｢現成公案｣の有名な言葉「仏道をならふといふは、自己をならふ也。自己をならふといふは、自己

をわするるなり。自己をわするるといふは、万法に証せらるるなり」、を思い出すことができる。  
10 西田のヘーゲル理解に関しては、拙著『西田哲学と田辺哲学の対決』（ミネルヴァ書房 2012）第

5 章｢西田哲学とヘーゲル弁証法｣を参照。 
11 Vgl. Heidegger "Sein und Zeit", GA. Bd. 2, S. 179. 
12 もし西田が後期ハイデガーの「存在の思索」に触れる機会があり、たとえばへルダーリン解釈に

おいて登場する根本気分「神聖な悲しみ」や『哲学への寄与』で論及される「存在の真理の企投と

しての思索を気分づけ整える」ものとしての根本気分「驚愕」、「慎み」「予感」などを知ってい

たとしたら、いったいどのような批評をするであろうか。この問いは問うに値するし、興味深い問

いであるが、本論で論及する余地はない。絶対無の自覚という観点からは、両者の立場はより接

近するとも考えられるが、両者の間の溝はやはり深いといわなければならないであろう。 

 
 
 

Hideki MINE 

Traurigkeit des Seins und Liebe des Nichts 
― Grundstimmung auf dem Standpunkt der selbst-gewahren Erfahrung Nishidas 
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日本とドイツの原子力政策の存在史的解釈の試み 

 

ティルマン・ボルシェ（ヒルデスハイム大学） 

 

 

原子力の破滅が日本で起こる。 ―それにドイツが反応する。 

何が起こったのか？ これをどう理解するべきか？  

 

 

Ⅰ．福島に対するふたつの反応   

 

もちろんこの違いはこうしたフレーズがいうほどラディカルではない。日本も反応して

いる。しかし、日本はドイツとは顕著に異なる反応をしている。もう少し詳しく説明しよ

う。日本にとって「福島」は事故で、地震によって引き起こされた。福島で起こったこと

は確かに大事故だが、他のそれと同じような事故なのだ。地震の危険性は日本では日常的

なことだ。地震は予告なく起こり、不可避だ。地震と津波の犠牲になった死者はとても大

きな数にのぼる。これに対してそれらに続いて起こった原発事故では（今のところ！）誰

も命を落としていない。事故の後は、その大小にかかわらず、被害を除去しなければなら

ない。通常、その他のことは変わりない。類似の事故の危険を回避して被害の程度を減ら

すために事前の対策を講じることは、常に求められる。自動車事故がそうだ。もっと多く

の安全装置（たとえばエアバッグ）を装備して自動車の性能を改善し、道路を改良して、

交通規則を厳しくする―しかし車の運転は続ける。地震のような類いの事故は防げない。

それは日本人が千年以上の歴史的経験を通じて知っていることだ。それにもかかわらず大

地が揺れたところに住み続ける。だって、一体どこヘ行けというのだ？ 大地が揺れたか

らといって―そしてふたたび揺れるだろうからといって、日本を去ろうなどと思うひと

は、ほとんどいない。原発事故でも同じだ。 

被害を抑える対策について日本の政府と電力会社が提供している公式見解を英語で入

手できる範囲で、あれこれ繰ってみた。たしかにいくつもの新しい委員会が発足し、長文

の報告書を作成した。本当に実行された対策については、ましてや、それらの効果につい

ては、わずかしか知ることができない。それ以上に聞こえてくるのは、実際に流布してい

る「風評」（reputational damage）を抑えようとする責任者たちの配慮だ。安心させようと

する試み。しっかりと配慮の行き届いた言葉遣いだ。 

外から見ていると、これらの公式の反応は次のような印象を与える。事故の被害を確認

した。当初は度を超えるほど甚大な被害ではなかった。地震と津波による被害の方が原発

事故による直接的な被害よりもずっと大きかった。だから、とおそらく結論づけられたの

だろうが、原発事故も津波ほどひどいものではなかった。しかしながら、分かっているの

だ。原発事故に由来する被害の危険性は日増しに増大している。暫定的にタンクに貯蔵さ
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れた汚染水は海に流出している。タンクは量的にも質的にも必要な期間にわたって汚染水

を保管するのに十分ではない。放射能に汚染された水がもっと大量に大洋に流出すること

はあり得るだけでなく、そのための対策がすでに提案されているのだ。そうだとすれば、

汚染水は海の植物や動物の食物連鎖に入り込み、その結果として、人間の食物連鎖にも入

ってくる。最終的には世界中に、遠い将来にまでその影響が及ぶのだ。ある日本の学者が

最近（ドイツのテレビの報道番組で）発言していた。2 年前に起こった原発事故の最大の

危機はこれから来るのだと。同じ地域でさらなる地震の発生が想定されており、損壊した

原発にさらなる損傷をもたらして、「全国の半分」が放射能に汚染されかねない。この学

者によれば、そうなったら 3000 万人が直ちによそへ避難しなければならなくなるという

―これは日本のような規模の国にとって想像を絶することだ。 

ドイツでは当初からこうした結果の方に目を向けていた。それはこちらでドイツ人の

「恐怖症」と呼ばれた。遠くから見ているドイツ人にとって、福島は事故ではなく、破滅

だった。［ギリシア語の kata-strophee ―さまざまな秩序をひっくり返す出来事、「下方へ

向け変える」すなわち、その対象が家族であれ、社会であれ、自然であれ、いつまでも爪

痕を残すような破壊をするということ］破滅は修復し得ない被害をもたらす。1986 年のチ

ェルノブイリ原発事故のとき、驚くばかりで情報がほとんど伝わらなかったドイツで、世

論はそれをまだ原発「事故」として受けとめていた。人為的ミスと無能と腐敗が原因とさ

れたのだ。しかし、この事故は数十年かかったが、ともかく制御されるようになった。こ

れに対して福島についての受けとめ方は違っていた。まさに破滅と考えたのだ。この（政

治的党派を超えた）集団的感情こそが、ドイツでは福島の出来事に対する反応を決定して

いた。この感情はとても強かったので、ラディカルな政策転換が不可避となった。原子力

政策の枠内での転換ではなく、エネルギー政策の転換だった。求められたのは、安全措置

を手厚くするといった原発の改良ではなかった。日本もドイツも最高水準の安全措置を施

した世界一優れた原発をもっていたと確信していたからだ。求められたのは、原子力に依

存しないエネルギー政策で、原発は将来のエネルギー供給の構想からは外された。徹底的

に、完全に、そしてできるだけ速やかに。「脱原発」が決断されたとき、そのために必要

なコストが明らかではなかったし、現在でもそうだ。それは有無を言わさぬ決断で、無条

件だった。議論の余地が残っているのは、それを実現する方法だけだ。脱原発のやり方に

ついてだけが今日まで問題となっている。それは技術的に複雑で、経済的には計算が困難、

そのため政治的にも激しい論争が続いている。さらに、それは現在と未来のエネルギー政

策におけるたくさんの問題のうちのひとつにすぎない。これからのエネルギー政策は―

これについてもはや議論の余地はない―原子力抜きで済ませねばならないし、だからこ

そ原子力抜きで済ませるはずだ。驚いた私たちは、突然、ごく最近まで全く非現実的とさ

れてきた多くのことが考えられ得るし、また実現可能だということを知った。後知恵なが

ら、原発ロビーと一部の政治家たちが以前に主張していたいわゆるやむを得ない事情が、

実は利害関係に基づいていたのだと分かった。必然性があれば、そして従来と異なる事の

進め方をすると決断すれば、急に、事態は違った動きになる。 
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Ⅱ．技術の本質 

 

ハイデガーを読むことは、福島に対する反応についての日独の違いを理解するうえで、

私たちの役に立つのだろうか？ 今は時間の関係で、1955 年の有名な講演「技術への問い」

1に焦点を絞りたい。ここでハイデガーは、ある本質的な（すなわち「本質の」）違いに注

意を喚起する。それは、芸術と職人芸（téchnee または ars）による制作と近代的技術によ

る工業生産との間にある違いだ。 

「技術」はもともと、できるという意味での知、すなわち制作に結びついた知（アリス

トテレス『ニコマコス倫理学』E 1040a ／「ノウ・ハウ」）を、「巧みに」制作する個々の

人間の能力と熟練を指していた。というわけで、それは常に特定の目的のための手段、そ

のために人間が有する手段だった。それは道具的性格を、決まった目的に役立つ機能をも

っていた。この意味でハイデガーは技術を「探り出す（entbergen）」やり方と理解してい

した。「探り出す」とは、ギリシア語の動詞 aleetheúein（真なることを考える／言う―ア

リストテレスの造語）にハイデガーがあてた訳語だ。技術は生活に直接必要な手段を生産

することで、行動の新しい可能性を拓く。クザーヌスの有名なスプーンだけでなく、私た

ちが毎日使う箸もこの形式（téchnee/ars）の産物だが、それには武器や文芸も入る。この

近代以前の技術は、ポリスという全体を見渡すことが可能でお互いに誰が何をしているか

が分かる社会形式の生活世界に組み込まれていた。 

文化史的に見ると、技術は初めから社会的分業の産物だった。芸術家も職人も技術者も

一緒に暮らす市民仲間から必要なものを与えられて、自分たちの特別な仕事に集中できる

のだ。計画を立て、作業工程を分析し、必要な材料を調達し、自分の仕事がほかのことと

それ以上にどう関連しているかについては意に介さないようにする。作業場に、後の時代

には実験室に引きこもる。―ここまでならまだいい。ところが人間はますます細分化さ

れた目的のためにさらに良い手段を望むので、分業を超えて生産過程はますます複雑にな

ってゆく。ここで、単純で機械的な巧みの術から近代的技術に至るまでの発展史をなぞる

必要はない。その結果はよく知られている。時とともに手段が目的化する。技術的生産が

ひとり歩きして独自の形式を形成する。技術的生産が人間を―生産者（職人、芸術家、

技術者）と消費者の両方を―どんどん使役するようになり、本来は主人であるべき人間

を道具化する。私たちすべてを道具化する。 

具体的にイメージしやすい例を示そう。技術に対応した発展が経済にも見られるのだ。

当初の関心は必要なものと消費材に向けられ、それらを自分で生産できない人びとは交換

によって手に入れようとする。やがて関心の矛先はこの交換の手段に、つまり貨幣に向け

られるようになる。ところが貨幣となると、もはや消費できないのだ。貨幣は明らかに純

粋な手段なのに、究極の目的として求められることになる。技術（職人芸／芸術）につい

ても同様だ。必需品や消費財を生産するための手段への関心は、生産手段そのもの、つま

り機械に対する関心へと移行する。技術についても経済についても、いずれも消費の可能

                                                   
1 Martin Heidegger: „Die Frage nach der Technik“ , in: Die Technik und die Kehre, opuscula 1, Stuttgart 1962 

(91996), 5-36. このテクストからの引用箇所は、丸カッコ（ ）内に頁数を記して示す。 



日本とドイツの原子力政策の存在史的解釈の試み（ティルマン・ボルシェ） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.8 2014 

 

89 

 

性を拓くべき手段が（自己）目的となり、それが不特定のさらなる目的設定をいっぱい産

み出し、見通しがきかないほどになる。 

この傾向をさらに強める連鎖がある。自己目的化した目的のための手段が、それを用い

る人びとの手に渡ると、内に対しても外に対しても常に権力の手段となる。だから、武器

の発展と生産もまた、技術の一般的な発展を決定してきたのだ。武器の「進歩」は留まる

ところを知らない。どんな支配者も、どんな国民もこの力学の圧力から逃れられない。遅

れをとるものは、遅かれ早かれ没落する。 

ここを出発点として、ハイデガーは近代的技術の本質に関する思索を進める。技術は、

自己目的だと思われ、あるいはそのようなものとして追求され、推進され、支援されると

ともに要請され、個々の人間に仕える手段から人類全体に対する挑戦（Herausfordern）へ

と変異する。というのも、近代的技術の産物に基づく内在的権力志向のゆえに、技術とい

う知の特殊な形式のみが知の真なる形式だと思われてしまうのだ。こうして技術の道具的

地平の枠が破られる。技術は無制限となり、それ以外の知の形式をすべて飲み込んでしま

うことになる。ハイデガーの言葉でいえば、技術はもともとある特殊な「探り出すやり方」

（12f.）2にすぎず、ほかにもさまざまなやり方が可能だったのに、いまや探り出す（真理

を考え、そして真理を語る）唯一のやり方だと思われ、事物の本性についての、また人間

の本性についての真理に至る唯一の道だとされるようになる。どうしてかというと、人間

までもが、もっと精確にいえば、人間自身の人間観が医学的技術の求めるところに自分か

ら従っているためなのだ。飛行機が飛ぶという事実をわれわれは、この目的のために推進

されてきた物理学が真理であることの決定的証明とみなす。（同様のことは医学について

もいえる。）飛行機がときどき墜落するという事実は例外とみなとされ、偶然とみなされ、

残念な人為的ミスだとされる。しかし、それが理論の真理性を揺るがすわけではない。こ

のようにハイデガーは世界に対するわれわれの―つまり現代のわれわれを支配してい

る―見方を診断している。世界を理論的に見るのは、「近代的」（技術の観点による）自

然科学の見方で、それは（われわれ自身を含む）自然全体を計算可能な力学的連関として

提示する。ハイデガーは世界をこのように理論的に捉えることの実践的次元をさらに強調

して、こう述べている。技術の枠を破った精神に基づく近代的自然科学の見方は「計算可

能な力学的連関としての自然を追いかけている（der Natur nachstellen）」（強調筆者）。自然は

道具的理性という裁判官の前に召喚される。自然は「現存物（Bestand）」として、すなわ

ち対象の総体として知覚されるが、それは「みずからを計算で確かめられるように告知し

てくるのであり、情報の体系としていつでも呼び出せる状態にある」（22）。「現存物」と

しての自然はもはや神から与えられた恵みではない。われわれは、それを神の恵みとして

保護するべく付託されているのに、自然に対するこのような扱い方は発掘（Entbergung）

（すなわち技術の精神に基づく知の近代的形式）であり、むしろ「自然に対してエネルギ

ーの提供を強要する挑戦」（14）である。 

                                                   
2 「生産（Her-vor-bringen）はすべて探り出すことに基づいている」（12）。技術とはものを生産す

ることだが、ものは自然に（おのずから生じるという意味での phýsis）もたらされるのではなく、

芸術家あるいは職人といった「他者」によってもたらされる（11）。 
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ハイデガーによれば、技術の本質はわれわれの思考を規定している。「技術」は西欧文

化の定め（Geschick）であり、われわれが探り出す（つまり、真理を考える、真理を語る、

そして真理を実行する）やり方として、われわれの生活形式全体にわたる近代的技術の発

展を支配してきたというのだ。「定め」を私は「伝統の力」と翻訳したいが、それには立

ち入った説明が必要かもしれない。探り出す（「真理を考える」）とはそもそも、ハイデガ

ーによれば、人間の特徴（「発掘の定めが人間を常に支配している」（24））ではある。そ

うであっても、探り出すことは人間の本質をなすわけではない。この区別が転換をもたら

す。転回の可能性を拓く。自然に対する西欧の技術的見方は、すなわちわれわれの定めと

しての「枠組み（Gestell）」は、「強制を伴う宿命ではない。というのも、人間が自由にな

るのはまさに、定め（すなわち伝統）に帰属していながら、聴く耳をもつ限りにおいてで

あって、定めに絶対服従するからではない」（24）。ハイデガーからわれわれが学べるのは、

敏感な耳をもつことだ。技術がその枠を破ってほかのすべての領域を支配する生活形式に

なるところに潜む危険に対して敏感な耳を持つこと。探り出すこと（真理の過程）は同時

に自由の場所でもある。「探り出すことはすべて自由なところに由来し、自由なところに

入って行き、自由なところに連れて行く」（25）。このようにしてわれわれは自由を知覚で

きるのであり、それは探り出す別のやり方を発見、または再発見する自由なのだ。この論

文に限らず、ハイデガーが次のように提案していることは有名だ。つまり、技術の源泉が

芸術に、とりわけ詩に、狭い意味での poíeesis にあることをあらためてよく考えるように

推奨しているのだ。そうすることで、あの深淵が見えてくる。その崖っぷちにわれわれを

導いたのが、みずからの枠を破った掘り出し方としての技術なのだが、そうするとまた出

口も見えてくる。ここでハイデガーは詩人に語らせる。「危険のあるところ／救いもまた

生まれる」（28）3。 

ここで原子力技術の問題にもどろう。芸術家であれ、職人であれ、技術者であれ、その

産物を引き取る人びとの集団に根を下ろしている限り、自分の利益のためにも全体を見失

ってはならない。全体を見渡せる市場で活動する商人についても同じだ。量が違いを生む。

「グローバル」な生産過程と「グローバル」な市場になると、生産者は自分の活動の結果

まで見届けられない。俯瞰できなくなり、全体が見えなくなる。 

このことはグローバルな（もっと精確にいえば、もはや全体を見渡せない）生産過程あ

るいは市場だけでなく、進歩し続ける技術にも内在しているといえる。思考のこの状況に

とって典型的な意味をもっているのが、原子力技術であるようにわれわれには思える。（1）

分析し分断する科学技術者の眼は次のように問う。いかに原子核に蓄えられたエネルギー

を見つけて抽出するか、いかにそれを適量でたとえば電気に変換するか？ （2）これ以

外の問いを科学技術者は意に介さない。核廃棄物の最終処分すらも問題ではない。事故の

可能性や自分が作った製品が悪用される可能性も、同じく問題にならない。これらは他人

ごとだ。こうした類いの専門的意識の集中は技術によって強制された分業の結果だ。だれ

もが全生産過程のうち自分の担当部分についてだけしか責任をもたない。この担当部分は

                                                   
3 Friedrich Hölderlin, Patmos, V.3f. 
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ますます小さくなり、全体を見渡す眼が、起こりうる結果に対する注意が、失われてゆく。 

進歩とともに可能性はますます広がる（potentia, potestas）。力は量りがたいところまで

増大する。古代ギリシア人たちは、度の過ぎた力について、単純な神話のかたちで伝えて

いる。自分の触れたものがすべて黄金になるという能力を手に入れたミダス王は、一夜に

して金持ちとなり、幸福になった。ところが、この幸福の結果ゆえに王は飢えねばならず、

水も飲めなかった。というのも、王は自分の生活の基盤を破壊してしまったのだ。王はパ

ンと水を黄金に変えることで、パンは食べられず、水も飲めなくなった。節度が失われた

のだ。バランスが、均衡が、秩序（kósmos）が破壊されたのだ。 

この神話に照らしてドイツの世論は福島のメルトダウンを見ていた。原発の事故は自動

車の事故ではない。それは津波がもたらす被害とも比べものにならない。どんな事故でも

被害は限定的だ。それはどんなに大きくても、当事者にとってどんなに痛手であっても、

空間的にも時間的にも限定されている。原発事故は違う。その空間的そして時間的広がり

は予見できない。それは起こった後も拡大し続ける。被害は福島で始まったが、大洋を超

えて地球の環境システム全体に及ぶ危険がある。 

「危険のあるところ／救いもまた生まれる」とハイデガーは詩人に語らせている。救済

は考え方を変えることからのみ期待できる。これこそハイデガーが芸術をもって語りかけ

ていることだ。芸術は真理を考え、真理を語るやり方のひとつだ。芸術は、これまで行っ

たことのない道を進めと命じる。それは、遊ぶことによって思考の自由を示す。―破滅

の経験は、われわれに従来と違った考え方をするように要求する。「われわれに何ができ

るか？」（たとえば、もっと安全な原発をつくれるか？）という問いは「われわれは何を

欲するか？」という別の問いに移行する。ものを技術的に見ることは誤りではない。しか

し、それだけが真理なのではない。というのは、それがものを見る唯一の可能性ではない

からだ。技術は本質的に新しいリスクの発生をともなう。技術的改良によってわれわれは

リスクを小さくすることはできるが、それを完全に排除することは決してできない。そん

なことは技術者ですら主張しない。それに、新しい可能性は何であれ、良いことと悪いこ

との両方に利用され得る。だから今、この問いがあらたに違うかたちで発せられるのだ。

それはもはや技術的可能性への問いではなく、どうしても残ってしまうリスクへの問いだ。

特定の技術の恩恵を享受できるようになるために、われわれはどんなリスクを冒す用意が

あるのか？ 

最後の章では、責任に関するいくつかの問題に触れておきたい。―誰の、誰に対する、

何に対する責任か？ これらの問いに答えはもちろんない。 

 

 

Ⅲ.（責任） 

 

ドイツ―［ドイツでは過去に 2 度ほど政治的破滅から有益な結果を引き出す必要を見

て取り、それを受け入れたことがある。―考え方を変え、諦めることによって。それは

1806 年（から 1815 年まで）と 1945 年（から今日まで）のことだ。この歴史的経験に基づ
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いて私は、あえて歴史的責任への問いを提起しようと思う。］ 

早い時期にハイデガーは当時の技術が歯止めなく全世界的に進展することに潜む危険

を認識していた。ところが、原子力のもたらす多大な恩恵に対して世論は大感激していた。

―ハイデガーほかの人びとの警告の声にもかかわらず。それからチェルノブイリが来た。

ドイツにとってはいわば玄関先での出来事だった。このときはまだ、この出来事を事故と

解釈することに成功した。事故は「あそこで」（ソ連で）は想定され得たが、「われわれの

ところでは」決して起こり得ないというのだった。このようにして権威筋はわれわれを安

心させようとした。世論はそれを信じて、大多数は元の日常生活に戻っていった。しかし

今、福島が続いたのだ。26 年経って、しかも日本で、この最高水準の技術を擁する国で！ 

今度こそ、ハイデガーの警告が一気に浸透したのだ。しかも下から。権威筋の言うことは

変わらなかったが、その安全だという保証や安心させようとする試みは、もはや信頼を失

っていた。民主的政府はこの新しい雰囲気を受けとめざるを得なかった。あるいは権威筋

を支持し続けるならば、その勢力はまもなく権力を失うだろうと想定された。 

日本―ここでは深く伝統に根ざした強固な権威信仰が今日まで支配していたし、支配

している。その存在史的優位はごく最近まで途切れることなく続いてきた。権威への信頼

は、私の見方が正しければ、1945 年の敗戦においても生き延びた。というのも、この破滅

は外からこの国に進入したのだ。福島の事故でも当初、この信頼は全く揺るがなかった。

―これこそが外国で見ていた多くの人びとにとってたいへんな驚きだった。後になって

だんだんとためらいがちに経済的利害と腐敗が、無能と嘘が暴露されてやっと、多くの日

本人たちにとっても、明らかにお上への信頼（権威信仰）が深刻に揺らぐようになった。

この間に不信感が公にもなった。ここでしかし、持続的な考え方の変化が始まるかどうか

は、将来が明らかにしてくれるだろう。 

最後に責任について話しておきたいと思った。誰が、誰に対して、誰のために、そして

何に対して責任をもっているのか？ ところがすぐに分かったのは、これが全く新しい包

括的な、きわめて難しい問題で、私が今日ここで論じることはできないということだ。 

これを論じる代わりに、思い出してもらいたいことがある。それに対して、私は感謝と

敬意を抱いている。それとは、まだヨーロッパの技術の精神が浸透する以前の、ましてや

支配的になる以前の日本における古来の伝統のなかに、近代的技術とは別の思考モデルが

見出せることを、今日のわれわれが体験しているという事実だ。この日本の伝統こそ―

私も含めて―多くのヨーロッパ人が日本に来て、思考の別の源泉をみずから発見し、そ

こから学ぼうとする理由なのだ。古来の日本の思考と生活の形式を振り返って考え直すこ

とが、今日の日本の原子力政策を根本的に問うにあたっても、（原子力）技術の祝福をみ

んなで盲目的に信頼することに対して批判的に見つめ直す貴重なきっかけとなるかもし

れない。自然とその四季のリズムに対する神道的な畏怖の念、無我の境地ですべての人間

に対して共感する仏教的倫理、そして社会と自然において相争う力の均衡を宇宙の秩序に

求める（ハイデガーのいう「世界の四極構造（Geviert）」に似た）儒教的秩序の思想―こ

のようにちょっと暗示しただけでも、豊かな活きた伝統の宝庫が彷彿と浮かび上がってく

る。この伝統を前にして、一面的に経済的国益にのみとらわれた原子力政策を続ける余地
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は、もはやない。 

しかし、これら古来の思考と生活の形式を示唆しても、次の反問に答えることにはなら

ない。放棄に基づく政策に成功する可能性はあるのか、あるいは、武器の歴史の力学が具

体的に教えているように、強さに基づく政策だけが成功するのか？ これについての短い

個人的な言葉で私のスピーチの締め括りとしたい。われわれの国家が外交政策を展開する

限り、どうしてもトマス・ホッブズの人間観と歴史観に従わざるを得ない。主権国家間に

は最終的に強者の正義しか通用しないということをホッブズは確認しているのだ。そのよ

うな状況は、国家間の外交政策が多数の人間の意識の中で国際社会の内政へと転換すると

き―それは統一国家をつくることなく、文化を画一化することなく、生活形式をグロー

バル化することなく構想されるべきであり、また実現可能であるべきだ―初めて変わる

のだ。これはまさに、他の民族や国家の関心に違和感を抱いても、その正当性を承認して、

それを本気で受けとめる用意のある政策のはずだ。そうしたことは、（国家の）利己心を

最大限まで放棄することなくして、不可能なのだ。 

 

訳 高橋 輝暁（獨協大学） 

 

Tilman BORSCHE 

Ein seinsgeschichtlicher Deutungsversuch der Atompolitik 

 Japans und Deutschlands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



日本とドイツの原子力政策の存在史的解釈の試み（ティルマン・ボルシェ） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.8 2014 

 

94 

 

編者注記 

本稿は、ハイデガー・フォーラム年次大会（2013 年 9 月 21 日、於関西大学）の特別プ

ログラムとして行われたティルマン・ボルシェ教授の講演の邦訳である。当日は、訳者の

高橋輝暁先生が司会進行と通訳を務めて下さった。その後、ボルシェ教授と高橋教授の許

可を得て、高橋教授によるご高訳をジャーナルに掲載させていただくこととし、訳文の再

検討と、とりわけハイデガー固有のいくつかの術語について一般に用いられている訳語へ

の変更およびその注記作業とを進めていただいていたのだが、教授のご病気により、期限

内に仕上げることが困難となった。編者としては、該当箇所の訳語の変更を試みようと思

ったが、高橋教授のご高訳は、読んでいただければわかるように、日本語としてきわめて

わかりやすく仕上げられている。この文章に対し特定の箇所のみ一般的な訳語に変更する

ことは、その独特のリズムを壊すように思われた。そこで、ご高訳には一切手を加えず、

情報として最低限必要と思われる術語のみ、編者の側でドイツ語原語を挿入させていただ

いた。 

高橋教授に最後まで作業していただけなかったことは返す返す残念であるが、大会当日

には大変なご尽力を、そしてその後は本稿のことに種々のご高配をたまわり、またこのよ

うな形で掲載することをお許し下さった同教授には、この場をお借りして厚くお礼申し上

げたい。 
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無についてわれわれが語るときにわれわれが語ること 

―ハイデッガーのメタ存在論構想と『カント』書1― 

 

    丸山 文隆（東京大学） 

 

 

１．導入：「全体における存在者」の問題系を手がかりに、『カント』書を

読む 

 

１．１ 問いの提示：「カント」講義と『カント』書との差異を問う 

 所謂前期ハイデッガーに、イマヌエル・カントをめぐる二つのテクスト、すなわち

1927/28 年冬学期講義「カントの純粋理性批判の現象学的解釈」（以下、「カント」講義と

略記する）と『カントと形而上学の問題』（1929 年公刊；以下、『カント』書と略記する）

とがあって、これらはしばしばひとまとまりの考察として話題になる。しかしわれわれは

この二つのテクストの成立の日付のあいだに、或る興味深い出来事があったことを知って

いる。それは、1928 年夏学期講義「ライプニッツを端緒とする論理学の形而上学的始原諸

根拠」（以下、「ライプニッツ」講義と略記する）における、「メタ存在論 Metontologie」の

―すなわち〈「全体における存在者」を扱う問題系（GA26, S. 199）〉の―導入を伴う「形

而上学 Metaphysik」構想（S. 202）の提出である（vgl. 丸山（2014））。この構想のうちで、

ハイデッガーのそれまでの思惟の中心であった「基礎存在論」2は、あらたな位置
．．

を得る

ことになる。それではこの語りなおしにともない、カント解釈をその重要な部分としても

っていた基礎存在論という問題系の内実
．．

のうちにも、何らかの変化が生じてはいないだろ

うか。 

 上記二テクストの相異として、差し当たり表面的に二点が挙げられる。それは、（A）「学」

の理念の後退と、（B）「無」の概念の登場とである。すなわち、（A）『純粋理性批判』の課

題は「カント」講義において「学としての形而上学の根拠づけ Grundlegung der Metaphysik als 

Wissenschaft」（GA25, S. 9）とみられていたが、この定式化は『カント』書において「形而

上学の根拠づけ」へと変化している（Glazebrook 2000, 31-36）。また、「カント」講義にお

いて（1927 年夏学期講義と同様に）哲学は「存在の学」（GA25, S. 36）と言い換えられて

                                                   
1 本稿はカントにおける物自体の概念とハイデッガーの思惟との関係をめぐる私の研究の第一の成

果として成立したが、この研究の機縁として、福谷（2009）とハイムゼート（1981）とに多くを負

っている。この二人の卓抜なカント解釈者に加え、これまでの私の一連の研究との連関をふまえ

た上で後者の重要性を教示して下さった富山豊氏に感謝申し上げる。 

また、本稿は科学研究費補助金（特別研究員奨励費）による研究成果の一部である。  
2 われわれはここで、「ライプニッツ」講義の定式化に基づいてこのように言う。すなわち、『存

在と時間』において〈存在一般の意味への問い〉の基礎としての「現存在の分析論」が、「基礎存

在論」と呼ばれていたのに対し、「ライプニッツ」講義においてはむしろ「現存在の分析論」をそ

の基礎として包含する〈存在一般の意味への問い〉の全体が、「基礎存在論」と呼ばれているので

ある（GA26, S. 196-202; vgl. 轟 2007, 136）。 
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いるが、『カント』書と同年の「形而上学とは何か」において〈哲学と学との本質的な違

い〉が主張されている。1929 年において、学は話題としては相変わらず登場するけれども、

哲学との関係についていえば、以前より疎遠になっているといえるのだ。そして、（B）「カ

ント」講義において、「無」は何度か話題になるが、それは常にカントからの引用として

登場するばかりである。これに対し、『カント』書において、「無」は極めて印象的な仕方

で（第二章における『純粋理性批判』の段階的総括の最終段階、最終節において）言及さ

れる。われわれはこの二点について、「全体における存在者」を指導的概念としつつ解釈

を与えたい。 

 問いは、こうである。ハイデッガーの「カント」講義と『カント』書とのあいだにある

この二つの微細な差異が、当時の彼にとっての或るひとまとまりの関心事から発したもの

であるとすれば、その関心事とは何であり、どのようにこの二つを結果したのか。われわ

れはこの同一の関心事が全体における存在者の問題系（メタ存在論）と関わりをもつので

はないかと推測し、これを手がかりにしつつ、（A）学の理念がどのような位置をもつもの

であるかを解釈する。そして、（B）「無」の概念が登場するに至る理路を仮説として提示

する。 

 

１．２ 問いの端緒：被投性テーゼ 

以下「全体における存在者」について考えるにあたって、「存在者の全体」と「全体に

おける存在者」とを一旦
．．

区別する必要がある3。「形而上学とは何か」（1929 年）において

次のように言われている。 

 

 結局のところ、存在者の全体それ自体を捉えること（Erfassen des Ganzen des Seienden an sich）と、

全体における存在者のただなかにおのれを見出すこと（Sichbefinden inmitten des Seienden im 

Ganzen）とのあいだの本質的な区別が存立している。前者は根本的に不可能である。後者は絶

えずわれわれの現存在において生起している（geschehen）。（GA9, S. 110） 

 

次のことを確認しよう。「全体における存在者」という名称は、まずは「気分」、「被投性

Geworfenheit」と連関した或るものを指し示している4。「全体における存在者」は、しばし

ば、〈そのただなかに
．．．．．

（われわれが）おのれを見出すところのもの〉である。ここにおい

て差し当たり、（1．）「全体
．．

」を明るみに出すためには
．．．．．．．．．．．

、現存在による自発的な企投（Entwurf）

によるべきではなく、（2．）むしろ被投性を通じてこれに接近するべきである
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、という主

                                                   
3 この区別によって、「全体における存在者」に関する記述を、次節でみるような〈すべての存在

者の存在の包括的な了解〉としての存在了解がその存在を了解しているところの存在者の全体と、

短絡し、混同する危険が防止される。このような短絡は、『存在と時間』と 1929 年の諸著作との

あいだの諸講義録を参照することができなかった、全集公刊以前の諸解釈においてはしばしば見

られたという印象があるが、その後も Uscatescu（1992, 1）、田鍋（2012, 169）等にみることができ

る。これらはやはりあまりにもテクスト上の根拠に乏しいと言わねばならない。この点に関し、

細川（1992, 334-339）が説得的である。 
4 これについて詳しくは、長縄（2009）を参照。 
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張が語られていると仮定しよう5。われわれはこの主張を被投性テーゼ
．．．．．．

と呼び、以下これ

を前提とするのではなく、むしろ導きの糸として解釈を進めたい。すなわちこの主張がど
．．．．．．

のような理路から帰結したものであるか
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

を最終節において説明することをひとつの目標

とする。また以下の解釈は、『存在と時間』（1927 年）から 1929 年に至るハイデッガーの

思惟の道筋が、（もしそれが合理的なものであったとするならば）どのようなものであっ

たのかを推定する作業とともに行われる。 

われわれはまず次節において、存在一般の意味への問いの道筋を確認し、この道筋のう

ちに存在論的認識の有限性をめぐる難題を見出し、この難題を「学の後退」の原因である

と推定する。1927 年において既に、存在者の全体を企投によって包括するという学の方法

への疑念が生じていたのである。つづいて第三節では、カントの『純粋理性批判』の解釈

の中心的課題が上述の有限性の解明であるとして解釈しつつ、カントの所謂「超越論的対

象＝X」が「無」であるとするハイデッガーの主張をこの課題への結論として位置づける。

存在了解の根源としての超越は、アプリオリに存在者の存在を全体において可能にするの

だが、このとき存在者が出会われることをあらかじめ準備する場として存在了解がおのれ

に与えるのは「無」であるにすぎず、この「無」と呼ばれる「或るもの」は存在者が必ず

与えられるということを保証しないもの、現存在の有限性を告知し続けるものなのである。

最後に第四節で、主に「形而上学とは何か」を瞥見し、そこでの「無」と「学の後退」と

をめぐる記述が本論文の仮説と調和することを確認し、総括とする。 

 

 

２．学の後退：存在論を学として仕上げる試みと、その問題点について 

 

 『存在と時間』「導入部」においてその射程を示され、続く本論においてその準備が完

了した基礎存在論（Fundamentalontologie）6の課題は、既にすべての存在者
．．．．．．．

と関係をもつも

のだった。すなわち〈すべての存在者の存在の了解（Verstehen）の統一的な意味として時

間（存在時性 Temporalität）を明るみに出し、そして、この共通の意味に基づいた様々な存

在の了解が、いかにして様々に分節化されているのかを、表明的な企投の遂行によって解

明すること〉、これである（SuZ, S. 18; vgl. 細川 1992, 202-211; 丸山 2012, 161-165）。この課

題 は 、 1927 年 夏 学 期 講 義 「 現 象 学 の 根 本 諸 問 題 」 に お い て 存 在 の 対 象 化
． ． ．

（Vergegenständlichung）という性格をもった存在論的学
．．．．．

（ontologische Wissenschaft）の課題

として定式化される（GA24, S. 399; GA25, S. 26ff.）。「対象化」としての学はまた「自由な」

認識作用として、続く「カント」講義においても強調されている（GA25, S. 26）。 

 「存在論的学」の理念において、〈存在者の全体を、先学問的に（vorwissenschaftlich）あ

                                                   
5 以下、「全体における存在者」をめぐる問題系として言及される事柄は、私が「メタ存在論」と

いう語で理解していることと基本的に全く同一である。「メタ存在論」が何であり、何でないかと

いう、いささか論争的にならざるを得ない論点に関しては、その検討を丸山（2014）に譲るが、メ

タ存在論が〈「全体における存在者」を主題とする問題系〉であるという点に関しては恐らく争い

はないのではないだろうか。 
6 註 2 を参照せよ。 
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らかじめ了解している企投〉と、これの学的分節化、という対が前提されているが、この

とき〈全体
．．

をまとめて了解する企投〉が、本当に成立しているのかということが問題にな

る。以下既になされた研究（丸山（2012）、丸山（2013a））をもとにして述べるなら、〈先

学問的無差別的存在了解〉が実際は〈全体をまとめて了解する企投〉ではなく、むしろ〈自

然（Natur）の存在〉は或る仕方でこれをすり抜けているのではないか、という疑念が生じ

ていたのである。「自然の存在
．．

には、内世界性（Innerweltlichkeit）は属していない」（GA24, 

S. 240）、すなわち「自然」が発見され、内世界的に眼前存在する（vorhanden sein）ことは、

可能なことだが、必然的
．．．

なことではない（丸山  2012, 169f.）。自然という眼前のもの

（Vorhandenes）は、或る主観のようなものに依存して存在するわけでもなく、内世界的な

手許のもの（Zuhandenes）として暴露されることに依存して存在するわけでもない。眼前

のものはそのようなものとして、それが暴露されることに先立って既に存在していたもの

として見出される（丸山 2013a, 177f.）。自然は「そのものとして」、現存在に依存せず眼前

存在しているのだから、〈すべての
．．．．

存在者は、それが存在する限り、必ず
．．

、現存在によっ

て発見されている〉と断言することは誰にも許されない。以上のようないわば素朴な実在

論が、われわれの存在了解のうちに存している、とハイデッガーは洞察したのである。し

たがって、自然の〈それ自体での存在〉、すなわち眼前存在そのものの解明のために、（内

世界性を本質的に伴う）手許存在から接近する道はあらかじめふさがれているのである

（vgl. Philipse 2007, 192ff.）。 

以上の議論が、先にみた被投性テーゼの前半、〈「存在者の全体それ自体を捉えること」

は不可能である〉という主張の語っていることである、と解することは可能であると思わ

れる（vgl. GA9, S. 156 Anm.）。すなわち、現存在の日常的企投は常に既に内世界的存在者

を包括しているものであるけれども、これら内世界的存在者が必然的に
．．．．

「存在者の全体」

であるという保証は得られない。この議論はまた、〈学の後退〉の理由とも深く関連して

いるであろう。存在論がもっぱら学という方法によって遂行される限り、自然の存在はこ

の学によって十分に捉えられないのではないだろうか。「形而上学とは何か」における〈学

の後退〉が以上のわれわれの解釈と調和するということは最終節で確認したい。 

『存在と時間』ほか随所で語られている通り、（A）存在者
．．．

はすでに、われわれの認識如

何に関わらず、それ自体で存在する。われわれが存在する限り、（他の）存在者もまた存

在しているけれども、存在者は、われわれに依存せずに存在している。（B）だが、〈存在

者の存在
．．

〉は、われわれに依存している。すなわち、われわれの了解のうちでのみ、「存

在」といったものは総じて存立しうる（丸山 2013a, 181 註 12）7。このとき、以上の（A）

                                                   
7 「ライプニッツ」講義における三つのテーゼは以下の通りである。第一に、「存在者はそれ自体

において、それがそれであるところの、またそのような仕方であるところの存在者なのであり、

それはたとえば現存在が実存していない場合でもそうなのである。」第二に、「存在は『存在する』

のではなく、存在は現存在が実存する限りにおいてのみ、与えられる―実存の本質のうちには

超越が存する。超越とはすなわち〈内世界的な存在者に対する、そしてその傍らにおける、一切の

存在〉に先行する、またこの一切の存在のための、〈世界の付与〉である。」第三に、「実存する

現存在がおのれ自身に存在といった風なものを与える限りにおいてのみ、存在者はその〈それ自体

An-sich〉においておのれを告げることができる。すなわち第一のテーゼが同時に、総じて了解さ

れ、認識されることができる」（GA26, S. 194f.）。第一のテーゼが上述の「素朴な実在論」を示し
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と（B）との差異は、存在論的差異（存在と存在者との差異）の表現であるようにみえる。

だが存在論的差異の表現としてみた場合、（A）と（B）とは何かしら不正確ないし不明確

な表現である。（B）において存在が名指され、（A）において存在者が名指されている、と

簡単にまとめたくなるけれども、実際はどちらにおいても「存在者の存在」という同じこ

とが名指されており、矛盾を避けることは難しいのである。〈存在者が存在する〉という

ことは、（A）〈現存在の実存〉に先行するが、また（B）後続しもする。（A）現存在がそ

れを発見することに先立って
．．．．

存在者は既に存在しているということと、（B）現存在はその

存在了解によって存在者の存在をあらかじめ
．．．．．

包括しているということ、この二つのアプリ

オリの関係はどのようになっているのか8。はたして前者（A）によって後者（B）の優越

はどの程度侵害されるのか。このことが十分明確になっていないのである。この二つのア

プリオリの対立の明確化という課題は、〈現存在の有限性と存在了解のアプリオリ性との

関係の究明〉と言い換えられてよい。 

 

 

３．無の登場：『純粋理性批判』の解釈における〈現存在の有限性と存在理 

解のアプリオリ性との関係の究明〉 

 

有限性（Endlichkeit）の問題はカントの〈物自体と現象との区別〉の教説と結びついて

いる9。すなわち、知られている通り「物自体」の概念は認識能力を制限する「限界概念

Grenzbegriff」としての機能をもつ。「物自体／現象」という対概念は、われわれの認識の

有限性を意味する。「現象」という概念において言われている洞察とは、われわれは物の

創造者ではないがゆえに、物を、その「それ自体」において、究極的には知りえないとい

うことである（ハイムゼート 1981, 85ff.; 丸山 2013b, 152f.）。われわれの有限性とは、われ

われが物の実在の原因であるわけではない、ということである。物はわれわれに依存する

ことなく、それ自体で存在する。以上の有限性と、存在者に対する存在了解の先行性とが、

どのように両立しているのかということ、これが『純粋理性批判』との対話において究明

されるべきことであった10。 

本節でわれわれは、この究明の結論として「無」の概念の登場を解釈する。まずはこの

解釈のために、『カント』書のカント解釈の全体を簡単に確認し、「無」の概念が登場する

                                                                                                                                                     
ているのに対し、第二、第三のテーゼは、いわばハイデッガーにおける「超越論的観念論」を示し

ているように思われる。こうした、所謂「パズル・パッセージ」をめぐって Blattner（1999）をは

じめとした多くの論者が積み重ねてきている議論の詳細については、別の機会に集中した検討を

与えたい。 
8 「ライプニッツ」講義におけるアプリオリへの問いを参照せよ（GA26, 186）。 
9 ハイデッガーは、「物自体」の概念についての考究においてカントが獲得した洞察を、形而上学

における有限性
．．．

の問題の重要性であると語っているのである。次の引用を参照せよ。「ドイツ観念

論にはじまる『物自体』に対する戦いは、カントが戦いとった次のことがますます忘却されていく

こと以外の何を意味するだろうか。つまりそれは、形而上学の内的可能性および必然性、すなわ

ちその本質は、有限性の問題がより根源的に仕上げられそして先鋭化して維持されることによっ

て根本的に担われ維持されるのである、ということである」（GA3, S. 244）。 
10 「カント」講義におけるこの問題の究明について、詳しくは丸山（2013b）を参照されたい。 
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「すべての綜合判断の最高原則について」の位置と意味とを明らかにしよう。 

 

３．１ カントの存在論的認識の結構と「最高原則」 

『カント』書におけるハイデッガーのカント解釈の中心は、『純粋理性批判』の解釈で

あって、その際この著作の核心は「アプリオリな綜合判断はいかにして可能か」という問

いに求められる。ハイデッガーはこの問いを存在論的認識の可能性への問いとして、次の

ように言い換える。「そのようなものとして存在者に引き渡されており、そして存在者の

受容に依存している有限的なものが、いかにしてあらゆる受容に先立って、しかも存在者

の『創造者』であることなしに存在者を認識できるのか、すなわち直観できるのか」（GA3, 

S. 38）。（A）カントは常に感性（受容する能力）に依拠しつつ、人間的認識を問題にしよ

うとした。だが、（B）問題になっているのは「アプリオリな」認識、すなわち、あらゆる

経験的触発に先行し、すべての経験的認識を可能にするような認識である11。 

認識とは畢竟、直観である、とハイデッガーは強調する。それでは、アプリオリで、自

発的な、（経験による限定を受けないという意味において）無限的な、自由な認識は、ど

のようにして可能であるのか。現存在の有限性にも関わらず、いかにして自由なものとし

ての現存在は、存在者的経験を超えているのか。現存在の存在者に対する或る優位はどの

ように特徴づけられるべきであるのか。 

この答えは差し当たり、純粋直観としての時間直観に基づく認識として与えられる。そ

してこのとき、ハイデッガーは感性と悟性との二元論を根源的なものとしては認めない。

すなわち、純粋直観である時間直観が、諸範疇（すなわち、存在者の存在機構を表現する

諸述語）の源泉であるはずだと解し、この導出が演繹論で語られ、また時間直観と諸範疇

との協働が図式論において語られると解するのである。演繹論と図式論とにおいて、不十

分な仕方であるにせよ洞察されているのは、或いは、洞察されていたはずであるのは、構

想力の超越という統一的現象である。ハイデッガーは「超越の内的可能性の根拠」として、

「超越論的図式性」、すなわち存在者の純粋な「図式形象」を形成する構想力の超越の運

動を名指すのである。 

ハイデッガーは『カント』書第二章 B において、『純粋理性批判』における彼の所謂存

在論的認識の分析を五段階に分けて解釈しているのだが、この「第四段階」たる図式論（KrV, 

A 137ff./ B 176ff.）が存在論的認識の最深の根源であって、続く「第五段階」たる「すべて

の綜合判断の最高原則について」（A 154ff./ B 193ff.）は『純粋理性批判』全体が説明して

きた存在論的認識の簡潔な総括であるとされる。したがってここにおいて、〈存在論的認

識の有限性〉の包括的な規定が見出されると期待してよいだろう。 

 ハイデッガーは「最高原則」、すなわち「経験
．．

一般の可能性
．．．

の制約は、同時に経験の対
．．．．

象の可能性
．．．．．

の制約である」（A 158/ B 197）という命題を、次のように解する。 

 すなわち、「経験の可能性」は「経験を可能にするもの」と解されるが、その上で最高

                                                   
11 「先行的な存在了解なしに存在者への通路は開かれえない、すなわち、われわれに出会われうる

存在者は、あらかじめ既にその存在機構に関して了解されていなくてはならない」（GA25, S. 55）。 
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原則は、経験一般を可能にする二つのものを名指しているとされるのである12。この二つ

のものは「経験 Erfahrung」という語の二義性（GA3, S. 116）に基づいて区分される。すな

わち、（1．）「経験すること」と（2．）「経験されるもの」とである。まず、（1．）「経験の

可能性」は、「現実性」と対立する意味において解され、経験がどのような本質を可能的

にあらかじめもっていなくてはならないのかということ、経験することの「本質（essentia）

ないし事象性（realitas）」（GA3, S. 117）、すなわち、〈経験されるものが与えられるとすれ

ばそれは何であり、いかにあるかということ〉の諸規定を意味する。そして（2．）経験さ
．．．

れるもの
．．．．

という意味において「経験の対象の可能性の制約」が意味するのは、可能的な真

なる経験がそれによって成立するような「地平 Horizont」として、「或るもの etwas」が要

求されるということである（GA3, S. 118）。ハイデッガーの第二の意味の規定は非常に簡素

であって、二つの意味の区分の意義は十分判明ではない。だが、第一の意味が唯一の〈経

験一般を可能にするもの〉ではないというところにポイントがあると考えれば、次のよう

に読める。すなわち第一の意味である「客観的実在性 objektive Realität」（GA9, S. 148; vgl. GA3, 

S. 117）は、存在者の〈何であるか〉と〈いかにあるか〉を与えるだけであって、そもそ

も経験が存立するということ
．．．．．

、存在者が〈あるということ Daßsein〉を与えるものではな

い13。 

ハイデッガーによれば最高原則は、この（1．）と（2．）とが同時に双方とも
．．．．．．．

成立してい

る、という積極的意味、すなわち超越の「区分 Gliederung」を表示する（GA3, S. 119）14。

現存在は存在者の図式形象をおのれに与える構想力の超越において、あらかじめ経験の事

象内実を付与するのだが、このときそれとは区別されて、存在者の〈あるということ〉を

与える或るものが要求される15。ハイデッガーは第二の意味として極めて簡単に言及され

                                                   
12 「カント」講義においては、下記のうち（1．）の意味のみが語られている（GA25, S. 327f.）  
13 SuZ, S. 366 ならびに Lafont（2007, 106）を参照せよ。また、明示されていないことであるが、次

の「根拠の本質について」における言明は同様のことをいっていると解することはできないだろう

か。すなわち、「それにもかかわらず、諸現象の統一
．．．．．．

は、事実的で偶然的な〈与えられるというこ

と〉に必然的に依拠しているがゆえに、いかなるときも制約されて
．．．．．

おり、そして原則的に不完全で

ある」（GA9, S. 148f.; GA27, S. 275 をも見よ）。 
14 それゆえ、最高原則の決定的な点はカントが強調している箇所ではなく、むしろ「同時に〔…〕

である」という語のうちに存するのだと語られる（GA3, S. 118f.）。最高原則のこの分析はかなり

晦渋であるにもかかわらず簡素であり、これまで十分明確に解読・紹介されてはいなかったよう

に思われる。それゆえ Sherover（1971）が次のように幾らか不正確な解釈をしていることも理由な

しとはいえない。すなわち彼は、認識の超越論的根拠を主観
．．

の側に配置し、それに対して客観
．．

の

規定性を存在論的と呼んでおり（p. 31）、前者と後者とが統一されていること、ないしこの二者の

あいだの「平行関係 parallelism」（p. 33）を示すものとして、もっぱらこの命題を捉えているので

ある。彼によれば、認識の主観的規定がそのまま客観を客観として可能にしている、ということ

がこの命題の意味である。この解釈は少なくとも『カント』書のこの箇所の読解としてはまったく

テクストに即した議論になっておらず、明らかに不十分かつ不正確である。 
15 「根拠の本質について」における（『カント』書への参照指示が付された）「最高原則」につい

ての短い注記は、幾らか不分明ではあるが、われわれの読解と調和的であるようにみえる。ここ

においてハイデッガーは、（1．）最高原則が、「何が一般に
．．．．．

〔…〕経験のうちで接近可能なもの

としての存在者の存在に
．．．

属しているのかということを解き分けつつ明らかにする

（auseinanderlegen）」（ハイデッガー（1985, 169）の訳注に従いこのように読む）と語り、また（2．）

この原則が「超越論的真理の実在的定義（Realdefinition）を与えている」と語る（GA9, S. 136）。 
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た〈「地平」である或るもの〉について、確かに明示的ではないにせよ、続く節において

さらに説明しているようにみえる。われわれは、存在者の〈あるということ〉を与えるで

あろうこの「地平」である或るものに注目し、ここにおいて〈現存在の有限性と存在了解

のアプリオリ性との関係の究明〉のひとつの結論を求めよう。 

 

３．２ 超越論的対象＝X としての無 

 「根拠づけの第五段階：存在論的認識の完全な本質規定」第 25 節における、次の記述

に注目したい。 

 

存在論的な認識は単に存在者を創造することはないというだけでなく、それは一般に主題的に

そして直接的に存在者に関係することはない。 

しかしそれでは何に関係するのだろうか。この認識作用において認識されるものは何なのだ

ろうか。或るひとつの無である。カントはそれを X と呼び、そしてひとつの「対象」について

語っている。（GA3, S. 120f.） 

 

すなわち、カントの所謂「超越論的対象＝X」（KrV, A 109）が「或るひとつの無 ein Nichts」

であると名指されている（Sherover 1971, 84-91）。このことは次のことをいっているだけの

ようにみえる。すなわち存在論的認識（存在了解）は、存在するものを主題的に問題にす

るものではないのであるから、それは或る意味で存在しないもの、無を認識することだと

いえる、と。そうするとこの記述は、〈存在了解は、存在者をではなく、存在を了解する〉

という『存在と時間』以来のお決まりの主張を、「存在」を「無」と称することにより変

奏してみせただけであるようにみえる。そして、カントの所謂「超越論的対象＝X」が、

そのような存在である、と主張していることになる。だが、本当にそれだけなのか。「超

越論的対象＝X」が無であるということに、それ以上の含意を読み取ることはできないだ

ろうか。 

ハイデッガーは基本的に「超越論的対象＝X」において「物自体」と同様のものが名指

されていると解し、しかし、前者には、後者の概念に含まれる無限的認識の存在へのコミ

ットメントは含まれないと考えている（GA26, S. 210; Han-Pile 2005, 95）16。彼は、差し当

                                                                                                                                                     
われわれはこの記述を次のように解する。すなわち、（1．）最高原則は存在者の〈何であるか〉

とその〈あるということ〉との区分を解き分けつつ明らかにする。そして、（2．）最高原則は、

存在論的認識が真なる経験を指し示す際に、この真なる経験がどのような事象内実をもっていな

くてはならないのかということを、事象内実と〈あるということ〉との区分を表示しつつ規定する。

（「実在的定義」の語は、『カント』書における「経験の可能性」の第一の意味を説明する際に用

いられている。GA3, S. 117） 
16「物自体」と「超越論的対象」との関係について、カント研究はこんにちまで長らく議論を積み

重ねている（牧野（1989）等を見よ）。ここでその詳細に立ち入ることはできないが、ハイデッガ

ーのこの解釈姿勢が明白かつ根本的な間違いであるということは、いまだ証明されていないよう

に思われる。 

ここでハイデッガーの解釈姿勢のまとめとして、Ｂ・ハン＝パイルの見解を参照しよう。彼女は

Allison（1983）を援用しつつ、「物自体」を「非感性的認識様式」の論理的「相関者」として「超

越論的対象＝X」と一旦等置する。「超越論的立場」とは、「超越論的諸条件の括弧入れ」を意味
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たり「現象」を、単なる表象に過ぎないのではなくて、「存在者そのもの」であると強調

する。このとき、「物自体」とは、神的悟性（すなわち無限的認識）という可能的観点に

おいてみられた同じ存在者であると解される（GA9, S. 148 をも参照せよ）。存在者を現象

として規定するということが人間的認識の有限性の指標として機能する限り、「物自体」

から「叡智的なもの」という積極的規定、すなわち神的悟性へのコミットメントを取り除

いたとしても、「物自体」は完全に消去されて構わないことにはならず、なお或るものが

残らざるをえないが、これをハイデッガーは（おそらくカントにならって）17、「超越論的

対象＝X」と呼んでいる。このときこの超越論的対象＝X は、「統覚の統一のひとつの相関

者 ein Correlatum der Einheit der Apperzeption」（KrV, A 250）として、すべての現象の―す

なわち存在者の全体
．．．．．．

の―根底に「常に一様にＸである immer einerlei = X ist」（A 109）と

いう仕方で存するものであることに注意しよう。 

このＸは何らかの認識の「対象ではない」とハイデッガーは強調する（GA3, S. 122）。な

んとなれば、有限的認識にとっての「一なる可能的経験」（vgl. 福谷 2009, 52ff.）に対する

単なる論理的相関者18であるＸが同時に或る認識の「対象である」のであれば、〈対象であ

ること〉一般をあらかじめ知る何らかの存在論的認識の射程に再びこの対象は含まれなく

てはならないが、このような対象の対象性を認識するこの認識の身分が問題になるからで

ある。この存在論的認識はもはや人間的ではあり得ないが、ハイデッガーは（カントに比

して、より一層）19、人間的でない認識を認識として問題にすることを強く拒否する。そ

れゆえ、ハイデッガーは正確に、この「対象でないＸ」が、そもそも「存在者ではない」

                                                                                                                                                     
する。このとき、（われわれが問題にすべきものは、存在者だけであって、その他には何ものもな

いのだから）この立場設定は「空虚」（Carman 2003, 171）ではあるけれども、「重要な倫理的役

割」をもつものである。すなわち、われわれの認識が物自体そのものに対するものであるという

「形而上学的実在論」を予防するという役割がある（Han-Pile 2005, 94）。（概して「形而上学的

実在論」とは、カントの所謂「超越論的実在論」と同義であると解されてよいと思われる。） 

17 このような、物自体と超越論的対象との区別をハン＝パイルは主にハイデッガーに帰し、その

意味でカントに対立させている（Han-Pile 2003, 95; ところで、この箇所のハン＝パイルの GA26 へ

の参照指示は頁づけが誤っていると思われる。正しくはどちらも GA26: 210 とすべきである）。だ

が、福谷（2009）の解釈によればむしろこの区別を行ったのはカント自身である（「二：物自体と

『純粋理性批判の方法』」、特に 44-51 頁を参照せよ）。福谷はまさに、「対象一般をフェノメナ

とヌーメナとに区分する根拠について」章を「『物自体』の『超越論的対象』への解消として読む

こと」を主張しているのである（44-45 頁）。 
18 ハン＝パイルはアリソンを引きつつこのように表現しているが、この「論理的」という語の地位

は、カントとハイデッガーとにおける感性と悟性との区別の問題に深く関わるため、注意が必要

である（註 20 を参照）。正確に言えば、このＸが「論理的」相関者でありうるのはカントの場合

だけであり、ハイデッガーにおいては異なった表現が求められる。 
19 カントのコミットメントをどう評価するかということについては解釈が分かれる。ハイムゼート

（1981, 85ff.）が積極的に、われわれには知りえない〈現象の叡知的原因としての物自体〉につい

ての議論としてカントのテクストを読もうとするのに対し、福谷（2009）は〈独断形而上学的な諸

前提がこびりついた物自体概念が、段階的に単なる超越論的対象へと解消されていくダイナミッ

クな「ディアレクティケー的構造」（43 頁）〉を『純粋理性批判』のうちに読み取るものである

（註 17 をも参照）。これら諸解釈に対する判定をここで与えることはできないが、少なくとも「叡

知的対象」についてどの程度コミットメントをもつかが幾らか曖昧であるカントに比して、ハイデ

ッガーはより一層、無限的認識の措定に関して消極的な姿勢をみせている、と言うことは可能で

あろう。 
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と主張するのである。したがって、このＸは「無」だと言われなくてはならない20。この

ような無は、存在するものではない。だが、存在しないものとして、しかしわれわれの有

限性について語る際に言及しなくてはならないような、内容あるものとして21、差し迫っ

てくるような、そのような「或るもの」である。彼はこの「或るもの」が、「超越におい

て、そして超越を通じて、その〔超越の〕地平としてまなざしうるような〈抵抗 Dawider〉」

であると語る（GA3, S. 122f.）22。それゆえ最高原則後半においていわれていた〈「地平」

であるような或るもの〉とは、この無であると解しうる。 

われわれの解釈が正しければ、最高原則においてハイデッガーは、現存在の超越が存在

者の存在の事象内実を全体において
．．．．．．

あらかじめ描き出すことと同時に、その〈あるという

こと〉を与える或るものが要求されるということをいっていた。この或るものが無である

ならば、この無はどのようにして存在者が〈あるということ〉を可能にするのだろうか。

『カント』書の別の箇所を参照しよう。有限的認識は「無の代わりに、そして無のうちで、

無ではないもの、すなわち、もしそのようなものが正に経験的におのれを示すならば、存

                                                   
20 カントは感性形式として時間と空間とを規定し、もっぱら悟性により思惟されたものとしての

物自体に関し、その時間空間的な身分を問うことを禁じた。カントにとっては明快に、有限的認

識を超えたものには、〈直観によっては与えられないが、悟性のみによって思惟されうるもの〉と

いう位置が与えられていたのである。ここで有限性は、感性と悟性との区別により表現されてい

る。だがハイデッガーは感性と悟性とのこの区別を根源的なものとしては認めないのであるから、

存在論的諸述語（諸範疇）は感性形式との統一において考察され、ともに「一切の可能的経験とい

う全体」を形成するが、このとき〈この「一切の可能的経験という全体」がまさに有限である〉と

いう事態を表現する際に困難が生じることになる。〈有限的認識は存在者の眼前存在の（少なくと

も、唯一の）原因ではない〉ということの表現として、それゆえ、〈存在者ではないし対象化する

ことも許されえない、地平として対象を与えることを可能にするのみである「或るもの」〉への指

示が要請されるのである。可能的経験の総体に、外部がある
．．．．．

、ということが言われなくてはなら

ない。 

「外的な諸現象の根底にも、また同じく内的な直観の根底にもひそんでいる超越論的客観は、物

質でもなければ、思考する存在者自体そのものでもなく、〈物質ならびに思考する存在者について

の経験的概念を手渡してくれるような諸現象〉の、われわれには未知の或る根拠である。」（KrV, 

A 379f.） 

このような意味における「根拠」が無であるということは、まさに「深淵」（秋富  2007）の問題

系を指し示していよう。 
21 ハイデッガーは、その意義が見失われた古代における無の概念として、次のような規定を紹介

している。すなわち、「形成されない質料」、「それ自体を、形態をもった、したがって或るひと

つの見相（エイドス）を呈する存在者へと、形成しえないもの」、これである（GA9, S. 119; vgl. auch 

GA3, S. 254）。（また、これと関連して福谷（2009）の所説を参照されたい。福谷は、最高原則に

おける「制約」を「質料に先行しうる『形式』」というカントの存在論的姿勢の表示として強調し

（21 頁）、ライプニッツ＝ヴォルフ学派の「『質料が形式に先行する』という考え方」に対立さ

せるのである（54 頁）。）このような質料である無は、「像のうちで、すなわち或るひとつの直

観されうるもののうちで、企投しえない」といわれる（GA9, S. 149）。（これに対し、世界は、像

として機能する。GA9, S. 158） 

またハイデッガーは、カントにおける「質料」の概念を「概念がもつ特定の内容に基づいて、こ

の概念が関係しうる対象」を意味するものとして解説している（GA25, S. 227）。これらの点は極

めて興味深いと思われるが、さらなる究明は別の機会に譲りたい。 
22 「地平」といえば、われわれは当然、これと「時間」（ないし「時間性 Zeitlichkeit」）との関係

を問いたくなる。だが、「根拠の本質について」において「超越の存在時性的解釈」が「差し控え

られ」ており（GA9, S. 166 Anm.）、「形而上学とは何か」においても時間は話題にならなかった

ということの理由に関し、われわれが集中的に考察することができるまでは、この二者の関係に

関する安易な推定を差し控えることとしたい。 
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在者のごとき或るものを出会わしめることができる」（GA3, S. 72）と語られている23。こ

こで注目すべきは「もしも…ならば falls」である。無はそのうちで、〈存在しないのでは

なく、存在するもの〉が出会われることを総じて可能にするのだが、このことには、この

存在者がもし
．．

もおのれを示すならば
．．．．．．．．．．

という限定が伴う。無は、必然的に存在者が出会われ

ることを保証しない。無は〈総じて存在者が存在するものとして、そして或る偶然的
．．．

な仕

方で、出会われること〉を可能にするのである。 

  

〔…〕存在者の存在は、現存在がその本質の根底において無のうちへとおのれを引き入れ続け

る限りにおいてのみ、総じて了解されうる―そしてこのことのうちに超越の最も深い有限性

が存する。（GA3, S. 238） 

 

 

４．〈全体における存在者〉と〈存在者の全体〉 

 

 ハイデッガーがカントの『純粋理性批判』の解釈において究明したのは、存在了解はど
．．．．．．

の程度アプリオリか
．．．．．．．．．

という問題であった。前節までの解釈によれば、存在者の存在の唯一

の根拠は存在了解する現存在にあるのではないということ、このことがすでに 1927 年に

おいて自然という存在者の有様を通じて洞察されており、このゆえにハイデッガーは「存

在の学」という方法の遂行ではなく、アプリオリの究明としての超越への問いへと向かわ

ざるを得なかったのである。『純粋理性批判』との対話のうちで見出された上述の問いへ

の答えは次のようなものであった。すなわち、あらゆる経験に先行する超越という出来事

において、現存在は存在者が存在するということを全体において可能にするために、無と

呼ばれるべき或るものを必要とするのであり、この無は〈存在者が、全体において、存在

する〉ということを、或る偶然的な仕方で
．．．．．．．．．

可能にするにすぎないということ、これである。 

 

４．１ 「形而上学とは何か」における無 

われわれは『カント』書における無についての極めて簡素な記述を、幾つかの仮説を積

                                                   
23 これは、「われわれが存在者の眼前存在を支配することができないとすれば、存在者が受容に依

存しているというまさにそのことが、存在者にはあらかじめいかなるときも対立の可能性が与え

られることを要求する。」という文に続く次の箇所である。「しかしながら、何かを対立させる能

力において、つまり純粋な対応（eine reine Korrespondenz）をはじめて形成する〈何かへと向かう

こと Zuwendung-zu…〉において、受容的直観作用〔すなわち、有限的認識（vgl. GA3, S. 71）〕は

遂行されうる。そしてその場合、われわれが自らの方から対立させるものは何なのだろうか。存

在者はそれではあり得ない。しかし存在者ではないとすれば、その場合まさに無である。この〈何

かを対立させること〉が或る〈おのれを無の中へと引き入れて保つこと Sichhineinhalten in das Nichts〉

である場合にのみ、表象作用は、無の代わりに、そして無のうちで、無ではないもの、すなわち、

もしそのようなものが正に経験的におのれを示すならば、存在者のごとき或るものを出会わしめ

ることができる」（GA3, S. 72）。「超越論的対象」との関係における無の記述と共通して、いず

れも現存在が
．．．．

「存在者の眼前存在」、すなわち〈何であるか〉と区別される意味での〈あるという
．．．．．

こと
．．

〉を
．
、支配しえない

．．．．．．
ということの理由としてこの「無」への言及がはじまっていることに注目

すべきである。 
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み上げながら解釈してきた。この仮説的な解釈を幾らか正当化するために、上の無の特徴

づけを以下の三契機に整理したうえで、これが「形而上学とは何か」の記述と調和的であ

ることを確認しよう。このことは同時に、1929 年の三作品を統一的に、かつ『存在と時間』

の思惟との連関を軸として解釈していく今後の作業の簡単な見通しを描く試みでもある。

すなわち存在者は、現存在に無が開示されることにおいてはじめて、（1．）全体において

（im Ganzen）、（2．）存在者として（als solches）、そして（3．）或る偶然的な仕方において、

明らかになる。 

前二者に関していえば、「形而上学とは何か」においてこれらのことが語られている箇

所を探し出すことは非常に簡単であろう。（1．）存在者は無において、全体において明ら

かになる。すなわち存在者を、〈ひとつの全体において〉明らかにするということは、無

という可能的外部からの反照なくしては生起しえない24。 

 

現存在の無において、全体における存在者は〔…〕、おのれ自身へと到来する。（GA9, S. 120） 

 

そして、（2．）全体における存在者は〈それが存在しないのではなく、存在するというこ
．．．．

と
．
〉を告げる無とともに開示される。すなわち、存在者は無において、存在者として明ら

かになる。 

 

不安の無の明るい夜において、存在者をひとつの存在者として顕わにするような根源的な開顕

性が生じる。それはすなわち、〈それが存在者であり、無ではない〉ということである。（GA9, S. 

114. ハイデッガー（1985）の訳注に従いこのように読む）25 

 

さて第三の契機について検討するためには、「存在者の全体のうちへの破り入り」とい

う概念を簡単に確認する必要がある。すなわちハイデッガーは 1929 年の幾つかのテクス

トで、学の本質が〈現存在が「存在者の全体のうちへと破り入ること（Einbruch）」〉であ

り、このことが「存在者を存在者としてあらわにすること」であると語っている26。した

                                                   
24 われわれの解釈が正しければこの関係は、「ひとつの可能的経験の総体」と「超越論的対象＝X」

との関係に重ね合わせられることになろう。 
25 〈存在者を存在者として明らかにする〉ということ、存在者をその〈あるということ〉に関して

明らかにすることが、無によって可能となるということをいうこの引用箇所は、最高原則の第二

の意味を〈存在者のあるということを可能にする或るもの〉としたわれわれの解釈の一つの傍証で

ある。 

また、不安という気分において無が告知する〈あるということ〉を、或る特別な意味における眼

前存在として規定し、われわれが第二節でみた所謂「パズル・パッセージ」との連関において考察

した注目すべき論考として、Philipse（2007）がある。 
26 すなわち、以下の引用を参照せよ。「人間の実存によって、次のように存在者の全体（das Ganze 

des Seienden）のうちへの破り入りが起こる。つまりいまやはじめて存在者は、それぞれ異なった

広さにおいて、明瞭性の異なった段階に従って、確実性の異なった程度において、それ自体にお

いて、すなわち存在者として
．．．

露わになるのである」（GA3, S. 228）。 

「この〔学という〕『営為』において生起するのは、人間と呼ばれるひとつの存在者が、存在者

の全体のうちへと破り入ること以外の何ものでもないのであって、しかも、この破り入りにおい

て、そしてこの破り入りを通じて、存在者が、それがそれであり、またそれがそのようにあると
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がってこの「破り入り」は上記二契機と深く連関した事柄を指していると解することがで

きる。 

このことによって、第三の契機が確認できる。すなわち、（3．）「存在者の全体のうちへ

の破り入り」を可能にする無27には、人間の自由は及ばないと語られるのである28。それゆ

え存在者は、この〈存在するということ
．．．．．

〉が現存在の力能によるのではないという無力さ

とともに、開示される。無において、現存在は、〈存在者としてのおのれ自身をもそのた

だなかに見出すことになるような或る全体〉をはじめて見出すのだが、この全体がまさに

このように〈ある〉ということは、或る「究極的な意味」で偶然的
．．．

である29。 

 

〔…〕現存在は存在者のただなかに投げ出され、〔…〕存在者のうちへの破り入りを遂行するの

ですが、この破り入りは〔…〕究極的な意味で偶然的なのです〔…〕。（GA3, S. 290） 

 

エルンスト・カッシーラーとの対話においてハイデッガーが述べたこの表現は極めて印象

的である。〈全体における存在者
．．．．．．．．．

のうちにおのれを見出すこと〉は、無において
．．．．

成立する。

そして、〈存在者の全体
．．．．．．

のうちへと破り入ること〉は、無によって
．．．．

可能になる。われわれ

が考察の端緒において一旦区別した「全体における存在者」と「存在者の全体」とは、こ

のような仕方で連関しているのである。すなわち人間の自由によって担われる学の営み

（GA9, S. 104）は、「存在者の全体のうちへと破り入ること」であって、たしかに存在者の

全体に関わるのであるが、このことが可能であるためには、必ず〈全体における存在者の

うちにおのれを見出すこと〉が先行的に成立していなくてはならず、そして「全体におけ

                                                                                                                                                     
ころのもののうちで、破り開かれる（aufbrechen）のである」（GA9, S. 105）。 

「破り入りにおいて、それとともに研究しつつ対決することが生起するところのものは、存在者

それ自体であり、そしてそれを超えては、無である〔すなわち、何ものでもない〕」（GA9, S. 105）。 
27 すなわち、以下の引用を見よ。「ただ無が開かれているがゆえにのみ、学は存在者それ自体を研

究の対象にすることができる」（GA3, S. 121）。 
28 「われわれは、われわれがまさに自身の決定や意志によってわれわれを根源的に無の前へと運び

こむことができないまでに、有限的なのである。〔…〕われわれの自由にとって、もっとも固有で

もっとも深い有限性が拒まれている」（GA9, S. 118）。 
29 究極的な意味で、とはすなわち、何らかのより根底的な〈必然／偶然〉の範疇に還元して説明す

ることが不適切であるような意味で、ということだと解しうる。それゆえたとえば次のような意

味でこの偶然性を解してはならない。すなわち、いま存在者が存在する（そして、そのことがわれ

われに知られている）けれども、或る可能世界において、存在者は存在しない（ないし、われわれ

がそれを知るということが成立しない）のであって、この可能世界を参照することにより、存在者

が存在しないということ（ないし、存在者が存在するということが知られるということが成立しな

い）が可能であったことがいえるのであり、それゆえ〈存在者が存在する（ないし、このことがわ

れわれに知られている）〉ということは偶然的である、と。上記の可能世界は上記の想定そのもの

によって、既にわれわれの了解の中に含まれてしまっている。したがってわれわれの存在了解の

外部を表現するものではない。本稿第二節の議論を想起せよ。 

ハイデッガーが問題にしているのは、〈まさに現に存在者の存在が明らかになっている〉という

事実とともに、或る根源的な（これ以上理由づけをすることができない）気分
．．

がわれわれに与えら

れるということであり、この気分がわれわれに、〈存在者が存在する〉ということについて「な

ぜ？」と言わせるということである（GA9, S. 121; GA3, S. 284）。すなわち「なぜそもそも存在者

があるのであって、むしろ無ではないのか」と（GA9, S. 122）。むしろこの根本的な「なぜ」が生

じるがゆえに、われわれは〈存在者が存在する〉という事実を「偶然的」と呼びたくなるのではな

いだろうか。 
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る存在者」は無とともに、無において明らかになる。そして、〈おのれを無の前へと運び

込むこと〉は自由な企投によって可能になることではない。「われわれは、われわれがま

さに自身の決定や意志によってわれわれを根源的に無の前へと運びこむことができない

までに、有限的なのである。〔…〕われわれの自由（Freiheit）にとって、もっとも固有で

もっとも深い有限性が拒まれている」（GA9, S. 118）。冒頭でみた被投性テーゼ
．．．．．．

は、このこ

とを意味していたと解釈するのが妥当であろう。 

 

４．２ 総括 

かくして冒頭の問い〈ハイデッガーの「カント」講義と『カント』書とのあいだにある

二つの微細な差異―すなわち（A）学の後退と（B）無の登場と―が、当時の彼にとっ

ての或るひとまとまりの関心事から発したものであるとすれば、その関心事とは何であり、

どのようにこの二つを結果したのか〉に答える準備ができた。 

ハイデッガーの「カント」講義から 1929 年に至る思惟における関心事とは、〈現存在の

有限性〉の問題系に他ならない。この問題系とは、（A）学の方法の根拠である〈あらかじ

め存在者の全体を包括している先学問的存在了解〉に〈存在者の存在〉が何らかの意味で

先行しているという逆説の解明から生じたものであり、〈現存在の存在了解は、存在者の

存在に対しどの程度まで先行しているのか〉を画定することを目指すものである。この考

究はカントの『純粋理性批判』をハイデッガー自身の問いと重ね合わせて解釈しつつ進め

られることになった。ハイデッガーは自らの問いを『純粋理性批判』にしたがって定式化

したが、それによれば存在論的認識は〈図式形象を形成する超越論的構想力の超越の運動〉

へと極限化される。その際この超越はみずから可能的経験に事象内実を与えるが、また対

象が実際に与えられることを、必然的でない仕方で可能にする地平である「超越論的対象

＝X」を必要とする。（B）ここにおいて〈存在論的認識が決して存在者を産出する力能で

はないということ、すなわち存在論的認識の有限性〉の指標である「超越論的対象＝X」

は、それ自体あらゆる認識の対象とはなり得ず、それゆえ存在するものとして語られうる

ものではない或るものとして、「無」と呼ばれなくてはならなかった。あらゆる自発的な

企投による支配を拒み、ただ気分によってのみ接近しうるようなこの無を名指すことによ

って、ハイデッガーの「存在の学」という理念の撤回は決定的なものとなる。学は現存在

の「自由な」関わりであり、「対象化」をその本質とするが、1929 年のハイデッガーは無

が現存在の自由を拒むものであり、対象化しえない（GA9, S. 115）ものであるということ

を強調するのである。哲学は、無を扱うが、「破り入り」を本質とする学は、無を扱いえ

ない。「学は無を思惟しようとしない」のである（GA9, S. 106）。                     
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凡例 

 

・引用文における強調はすべて被引用者に由来する。 

・引用文における〔亀甲括弧〕内は引用者による補足である。 

・〈山括弧〉は専ら意味の区切りを表示する目的で用い、必ずしも何らかの術語ないし引用である

ことを意味しない。 
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いかにして「自己の内なる良心」に目覚めるのか 

―ハイデガーのカント解釈の射程と問題― 

 

小手川 正二郎（國學院大學）* 

 

 

はじめに** 

 

時流や体制に盲従することも、超越的な観点に訴えることもなく、いかにして人は自己

のよりよいあり方に目を向けることができるのか。言い換えれば、いかにして人は自己の
．．．

内なる
．．．

「良心」に目覚めうるのか。 

 この問いこそ、ハイデガーがカントと共に思考しようとしたものだと考えられる。事実、

ダヴォスにおいて、道徳主体による有限性の乗り越えをカントの倫理学に見て取るカッシ

ーラーに対して、ハイデガーはカントの命法が有限な存在にとってのみ意味をもつことを

強調し、現存在に対する道徳法則の「内的」役割に光をあてようとしている。こうしたハ

イデガーの見方は、先立って『存在と時間』（1927 年）における「良心」論や『現象学の

根本諸問題』（1927 年夏学期講義）におけるカントの「尊敬」概念の解釈において、具体

的に展開されている。道徳哲学に関するカントとハイデガーの接点や共通性については、

国内外の研究において度々論じられてきた。しかし、ハイデガーの良心論や尊敬概念の解

釈が、カント自身の議論に比して、いかなる独自性をもつかについては充分考察されてい

るとは言い難い。本論は、カントの道徳哲学へのハイデガーの暗黙の参照と明示的な参照

を、（1）「理性の事実」と「良心の事実」、（2）道徳法則の形式性と良心の声の無内容性、

（3）尊敬概念の解釈という三点に絞って具体的に検討し、カントの異なる解釈可能性と

の緊張においてハイデガーの議論を批判的な見地から考察し直すことを目的とする。 

われわれはまず、カントとハイデガーの接点を、先行研究も参照しつつ紹介する（第 1

節）。そうして取り出される（1）～（3）に関して、ハイデガーによるカントの議論の捉

え直しがいかなる内実を有するのかを検討する（第 2 節）。その上で、カント自身の議論

に立ち戻ると同時に、ハイデガーとは異なるカント解釈の可能性を提示したレヴィナスの

                                                   
* kotegawa@kokugakuin.ac.jp 
** カント、ハイデガー、レヴィナスの著作の引用には、以下の略号を用いる。引用に際しては、

邦訳を参照しつつ拙訳を提示した。 

Immanuel Kant  KpV: Kritik der praktischen Vernunft (1788), Hamburg: Felix Meiner, 1998.（坂部恵、伊古田

理訳『カント全集』第 7 巻、岩波書店、2000 年、所収を参照）MS: Metaphysik der Sitten (1797-98), 

Hamburg: Felix Meiner, 1986.（樽井正義、池尾恭一訳『カント全集』第 11 巻、岩波書店、2002 年、

所収を参照）（上記の著作の参照指示は、アカデミー版の頁数で示す） 

Martin Heidegger  SZ: Sein und Zeit (1927), Tübingen: Max Niemeyer, 1967. （原佑、渡邊二郎訳、中央公

論新社、2012 年を参照） GA 24: Die Grundprobleme der Phänomenologie : Gesamtausgabe 24, Frankfurt am Main: 

Vittorio Klostermann, 1975.（溝口兢一、松本長彦、杉野祥一、セヴェリン・ミュラー訳『ハイデガ

ー全集』第 24 巻、創文社、2001 年を参照） 
Emmanuel Levinas  TI: Totalité et Infini, Den Haag: Martinus Nijhoff, 1961, Livre de poche.   
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議論も参照することで、ハイデガーの良心論に対して幾つかの問題提起を試みる（第 3節）。 

 

 

１．カントとハイデガーの接点 

  

外見上の相違にもかかわらず、道徳哲学に係わるカントとハイデガーの議論の間に多く

の共通点があることはつとに指摘されてきた。本論に係わる論点に絞るなら、以下の三点

が挙げられる。 

 

（1）「理性の事実」への準拠と「良心の声」という事実への準拠  

『存在と時間』第 2 篇第 2 章における「良心の声」（Stimme des Gewissens）という「事

実」（Faktum, SZ 268）への準拠は、『実践理性批判』「分析論」第 1 章第 7 節における「理

性の事実」（Faktum der Vernunft, KpV 31）への準拠と同型をなす1。 

一方でカントは、「君の意志の格率が、つねに同時に普遍的立法の原理として通用する

ことができるように行為せよ」という形で道徳法則の定式化をした後で、この法則の意識

を「理性の事実」と呼ぶが、その理由は、この法則が何らかの所与から演繹される
．．．．．

のでは

なく、端的に与えられる
．．．．．

ものである（「事実」と言われる所以）と同時に、それが経験的

に与えられるものではないため（「理性の
．．．

事実」と言われる所以）である（KpV 31）。 

同様にハイデガーが、現存在の本来的なあり方を「ほのめかす」契機として「良心の声」

という事実に準拠するとき、そこで言われている「事実」（Faktum）とは、眼前に見出さ

れる「事実」（Tatsache）でも、推論によって確実なものとみなされる事柄でもなく、現存

                                                   
1 Françoise Dastur, L’altérité la plus intime  : la conscience. Ricœur, Heidegger, Lévinas, in: La phénoménologie en 

questions. Langage, altérité, temporalité, finitude , Paris: Vrin, 2004, pp. 137-138. 同様の着眼点は、すでに森一郎

「カント ―感受性と〈主体〉」、大橋良介編『ハイデッガーを学ぶ人のために』、世界思想社、

1994 年、所収、91-92 頁に見られる。ハイデガー自身による「理性の事実」への言及が（管見の限

りでは）見当たらないにせよ、『実践理性批判』と『存在と時間』の対比的な解釈は、『存在と時

間』第 2 篇の叙述構造を吟味する糸口となりうる。一方で、カントが「理性の事実」に言及するの

は、次のような文脈である。『実践理性批判』最初の六節でカントは、意志の自由と実践的法則の

概念上の
．．．．

相関関係―もし意志が（格率の内容によってではなく）「格率のたんに法則付与的な形

式」の原理によって規定されるなら、この意志は自由であり、逆に意志が自由であるなら、ただ格

率の法則付与的な形式のみが意志を規定する充分な根拠でありうるという「相互性テーゼ」（cf. 

KpV 29）―を立証した後で、われわれの意志が実際に
．．．

自由であることを確証するために、「わ

れわれが（意志の格率を立てようとするや否や）直接に意識する道徳法則」こそが、「われわれに

最初に
．．．

提示され」、われわれを「自由の概念へと導く」と主張する（KpV 30）。カントは、道徳

法則のこの直接的な意識を、第 7 節ですぐさま「理性の事実」と呼び、そこから、われわれの意志

の自由の実在を証明するという手順を踏んでいる（意志の自由から道徳法則を証明するというもう

一つの可能性は、われわれが自由を感じるのは通常否定的な仕方（自然の因果性や何らかの束縛か

らの解放）でしかなく、また自然法則の支配化にある経験から自由を推論することはできないとい

う理由で却下される（KpV 29））。ハイデガーもまた、『存在と時間』第 2 篇第 1 章でまず、現

存在の始まりから終わりまでの全体（「現存在全体
．．

」（das ganze Dasein, SZ 233））を主題化する原

理的可能性として「死へ係わる存在」について論じた後で、こうしたあり方をたんに可能
．．

なものと

してだけでなく、実際に「要求されるべき」（SZ 267）ものとして証示するために、良心という「事

実」に準拠するという手法をとっている。 
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在に特有の「疑わしさ」（Zweifelhaftigkeit）を不可避的に孕む事象である2。平たく言うな

ら、カントもハイデガーも行為主体の成立契機を、行為者にとって外的な経験的事実や何

らかの推論に見て取ることなく、行為者の内的
．．

事実、あるいは「内的」という語が誤解を

生じかねないなら3、行為者に現象する
．．．．

事実に見出すことで、行為主体の「自律」がいか

にして成立するかを記述しようとしているのだ4。 

 

（2）道徳法則の「形式性」と良心の声の「無内容性」 

ハイデガーは、良心の「声」（Stimme）が日常問題となる場合、何らかの「発声」

（Verlautbarung）が念頭に置かれているわけではない点に注目する（SZ 271）。というの

も、通常「良心の声を聴く」という場合、他人にも聞かれうる外的な音を聞くわけではな

いからだ。ダステュールが指摘するように、ドイツ語の Stimme がギリシャ語の φωνή と

は異なり、ただちに「発声される音」という意味をもつわけではなく、むしろ「投票によ

って自らの考えを表明する」といった法的な意味を含意することがこうした解釈を支えて

いる5。「良心の声を聴く」という際に問題になっているのは、外から何かの情報を得る

ことでも、自分自身との内的対話のうちで何らかの警告や叱責を受け取ることですらなく、

むしろ通常通りの「聞くこと」を中断すること、皆と同じように聞き理解してきた状態か

ら「我に返る」こと（「世人に聞き耽ること（Ηinhören auf das Man）」（SZ 271）を中断

すること）と解される。それゆえハイデガーは、「良心の声」の本質を、何らかの内容を

伝達する発声ではなく、「私」を目覚めさせる「呼び声」（Ruf）のうちに看取し6、この

呼び声が「世界の出来事に関するいかなる情報も与えず、伝えるべきものを一切もた」ず、

ただ「沈黙という様態において語る」と主張する（SZ 273）。つまり良心の呼び声は、実

質的な行為や行動指針を告げるという「積極的な内実」をもたず、ただ「私」を自己自身

へと「呼び出す」（aufrufen）点にその積極性があるのだ7。 

 多くの論者が指摘しているように8、ハイデガーによるこうした良心の呼び声の特徴づ

                                                   
2 「良心という「事実」（Tatsache）には議論の余地があり、〔…〕この現象を放棄してしまいたく

なるほどであるのだが、放棄してよいとすれば、それは、良心というこの事実（Faktum）の「疑わ

しさ」や、あるいはこの事実についての解釈の「疑わしさ」が、ここには現存在の一つの根源的な
．．．．

現象があるのだということを証明
．．

しないときだけであろう」（SZ 268）。 
3 当然のことながら、両者とも傾向性や内的表象によって自由な行為を説明することを拒否するが

ゆえに、ここでいう「内的」がどのように解されるかが問題となる。 
4 Françoise Dastur, art. cit., p. 140. 

5 Françoise Dastur, art. cit., p. 141. この点で、ハイデガーが「良心の声
．
」から出発していることは重要

だと思われる。廣田智子「ハイデガー『存在と時間』における「良心の呼び声」と決意性について

―公共性を再構築する機縁として」（『倫理学年報』第 62 集、日本倫理学会、2013 年、所収）

から、良心の「声」（Stimme）と「呼び声」（Ruf）の区別（170 頁）という点で示唆を得た。 
6 「呼び声のこうした開示傾向に、衝撃（Stoß）、際立った目覚めさせること（Aufrütteln ）の契機

が存する」（SZ 271）。 

7 「呼びかけられている自己には「何も」呼び伝え
．．

られることがないが、呼びかけられている自己

は、自己自身へと、つまり自らの固有な〈ありうること〉へと呼び出される
．．．．．．

（aufgerufen）」（SZ 273）。 
8 Carl Friedrich Gethmann, Dasein : Erkennen und Handeln, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1993, p. 315; 

Françoise Dastur, art. cit., p. 139; 石川文康『良心論 ―その哲学的試み』、名古屋大学出版会、2001

年、110 頁。 
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けには、カントの道徳法則の描写と相通ずるものがある。というのも、カントによる定言

命法の定式化においては、意志を規定する形式だけが問題となっており、そうした形式だ

けから実質的な行為や行動指針を導き出すことはできないからだ。ここから読み取れるこ

とは、カントとハイデガーの考察の目標が、どのような行為が道徳的ないし本来的かを述

べる（そしてどのような行為をすべきかを命じる）ことではなく、「私」が責任を負いう

る行為がいかにして成立するかを記述する点にあるということだ。 

 

（3）ハイデガーによるカントの「尊敬」概念の解釈 

 カントの道徳哲学へのハイデガーの明示的な参照は、『現象学の根本諸問題』に見られ

る。そこでハイデガーは、行為しその行為に責任を負う自己（「道徳的人格」）がどのよう

にして自らに知られるのかという問いを吟味するにあたって9、『実践理性批判』「分析論」

第 3 章「純粋実践理性の動機について」におけるカントの「尊敬」概念に手掛かりを求め

る10。カントは、ただ道徳法則によってのみ意志が規定される行為、すなわち道徳法則だ

けが動機をなす行為を道徳的行為と呼べるとしながら、道徳法則が動機となった「結果」

（Wirkung）として、道徳法則に対する「尊敬」（Achtung）という感情が有限な行為主体に

生じるという。カントによれば道徳的行為とは、感情にもとづく傾向性（例えば、嗜好や

恐れ）や、傾向性にもとづいて振る舞ってしまうという性癖（「自愛」）から独立に、ある

行為が端的に正しい（と自ら考える）がゆえにそれを選択することによって成立する。行

為の正しさゆえに行為を選択するよう自らに強いる（自らを道徳法則に従わせる）際、自

らの傾向性や性癖が退けられ、それらに基づいた自らの振る舞いを正しいものとみなして

きた「自惚れ」（Eigendünkel）が挫かれる（KpV 73）。自愛が断ち切られ、自惚れが挫かれ

る際に生じる感情は、外的対象の感受にもとづく感性的な
．．．．

感情とは言えない（例えば、飢

えに苦しむ人がパンを盗もうとする時、物理的な不可能性によって盗みを断念する場合と、

盗みは正しくないという自覚によって盗みを断念する場合と、どちらも飢えゆえの「不快」

を感じるだろうが、前者の場合、飢えを充足できないことに対する感性的な感情であるの

に対して、後者の場合、飢えを理由に盗みをはたらくこと（およびそれを正しいとする身

勝手な考え）を理性的に退けることによって生じる感情である）。それは、否定的に見れ

ば、自愛や自惚れを挫かれ、自らの偏狭さを思い知らされるという「謙り」である一方で、

道徳法則に対して自らが望む望まないにかかわらず抱いてしまう「敬意のしるし」（KpV 

77）、「尊敬」という感情であり、道徳法則の働きを妨げる自愛や自惚れから身を引き離す

ことで、道徳法則の働きを促進する積極的な感情とみなされるのだ11。 

 ハイデガーは、以上のようなカントの「尊敬」の分析を、道徳法則に対して非感性的な

                                                   
9 「人間は、自らを道徳的に、すなわち行為する本質をもつものとして理解する限り、自らをどの

ようなものとして知るのであろうか」（GA 24, 186）。 
10 Cf. Kogaku Arifuku, Heidegger und Kant. Uneigentlichkeit und Eigentlichkeit des menschlichen Selb st, in: D. 

Papenfuss & O. Pöggeler (eds.), Zur philosophischen Aktualität Heideggers . vol. 1, Frankfurt am Main: Vittorio 

Klostermann, 1991, pp. 160-162; 森一郎、前掲論文、94-97 頁。 
11 カントの「尊敬」概念の成立背景および諸解釈については、山蔦真之「カント実践哲学における

尊敬の感情 ―道徳における動機、もしくは執行の原理？」（『哲学』第 61 号、日本哲学会、2010

年、所収）参照。 
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感情を抱く自己のあり方、つまり単純に経験的でも理論的でもない、行為する道徳的自己

のあり方に光をあてている点で、「道徳性という現象についての最も輝かしい現象学的分

析」（GA 24, 189）とみなしている。ハイデガーによれば、自らの傾向性に由来しない道徳

法則に対する尊敬は、自愛や自惚れによっては理解されない自己のあり方に対する尊敬に

等しい12。尊敬という感情は、傾向性に左右されない自由な自己のあり方を露わにし、そ

のような自己に自らを服従させること、つまり行為しその行為に責任を負いうる自己への

移行を可能にする。ハイデガーにとって、尊敬感情は、外的な強制にも内的傾向性にも依

存しない形で、道徳的自己への変様を可能にする契機なのだ。 

 

 

２．ハイデガーのカント解釈の射程 

  

以上のような、ハイデガーによるカントの問題構成や概念の解釈がたんに思想史的関心

を引き起こすにとどまらず、道徳哲学の中心的主題の内実に迫っているとすれば、それは

いかなる点においてなのか。以下、上記（1）～（3）の論点に沿って、このことを検討す

る。 

 

（1）良心とは、どのような現象か 

 良心という現象を分析する際に、ハイデガーが心を砕いているのは、良心が事実として

存在しているのであれば、それは事物的存在者として、あるいは「私」の内的対話者とし

て存在しているのでなければならないという予断を排することだ（SZ 275; cf. SZ 290-291）。

この予断は、日常的な良心解釈の前提となっているだけでなく、良心についての哲学的考

察を支配し続けている。ハイデガーは留保を加えつつも、カントもまたこのような予断に

手を染めていると断じている。「たとえ、カントの道徳性の概念が功利主義の道徳や幸福

主義からかけ離れているにせよ、カントが「法廷という表象」（Gerichtshofvorstellung）を

自らの良心解釈の根底に据えたのは、偶然的なことではなく、人倫法
．．．

の理念によって示唆

されたことなのだ」（SZ 293）。「カントの良心解釈」ということでハイデガーの念頭にある

のは、おそらく『人倫の形而上学』の次のような一節であろう。 

 

良心は（その前で人間の様々な思いが互いに訴えあったり、弁明し合ったりする）人間におけ

る内的法廷の意識（Bewußtsein eines inneren Gerichtschofes）である。／人は誰でも良心をもち、

自分が内的裁判官（innerer Richter）によって観察され、威嚇され、また一般に敬意（畏怖と結び

ついた尊敬）を払われていると思っている。（MS 438） 

 

カントは行為者が道徳法に従うという形で道徳的行為の成立を語るがゆえに、良心を

「私」が法を遵守しているか否かを裁定する「私」の内なる裁判官とみなしている。ハイ

                                                   
12 「法則に対する尊敬は、行為する自我の、自惚れや自愛によっては理解されない自己としての自

己自身に対する尊敬である」（GA 24, 191）。 
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デガーによれば、こうした良心解釈は、良心を「私」とは区別される存在者として立てて

しまっている。それだけでなく、良心によって「私」が裁定・矯正されると考えることで、

ひるがえって現存在を、道具のように「配慮される存在者」と同一視してしまっている（SZ 

293）。このようにして、現存在が道具的存在者や事物的存在者とは異なる自らのあり方に

係わる可能性が逸せられてしまう。 

 これに対してハイデガーは、「呼び声」という性格が、カントの法廷モデルのような「比

喩」では断じてないと主張する（SZ 271）。良心現象において第一に見て取られるべきは、

「私」が呼びかけられているということであり、この呼びかけによって「私」が自らに「注

意を向ける」（aufmerken）よう促されているということだ13。ただし重要なのは、「私」

が「私」に注意を向けさせられるという事態を、「私」とは異なる存在者として良心をた

てることなく正確に描くことだ。 

良心の呼び声において（a）呼びかけられているものは、良心の声を聴く「私」自身（現

存在）であるが、より正確に言えば、それは良心が目覚めさせようと呼びかけている「私」、

つまり通常通りの「聞くこと」に埋没している〈世人としての自己〉（das Man-selbst）で

ある14。こうした「私」は、世界のなかで様々な地位・立場・属性を背負っているが、良

心の呼び声においてはそうした事柄が無視（übergehen, SZ 273）され、（b）いかなる属性

によっても代替されない自己自身（「固有な自己」）へと呼び出される。〈世人としての

自己〉が、他人と共有されうるあらゆる性格を削ぎ落とされた唯一的な自己の存在可能性

へと呼び向けられるのだ15。（c）「私」に呼びかけるものは、「私」とは異なる存在者と

しては立てられない一方で、呼び声が「私」自身の意図や予測に反して発せられる点に良

心現象の特性がある以上、「呼び声は私から
．．

（aus mir）発せられるが、にもかかわらず私

を越えて
．．．

（über mich）発せられる」（SZ 275）と言わなくてはならない。ある意味では「私」

自身でありながら、「私」の意図や予測を越えて「私」に呼びかけるものを、ハイデガー

は〈世人としての自己〉が目を背けている「被投性」における自己、つまり「私がいかな

る理由もなく、ただ存在しており、かつ存在せざるをえない」という「裸の事実」におけ

る自己と考える（SZ 276-277）。このようにして「私」が「私」に呼びかけるという一見

すると空虚な事態が、（c）被投性における自己が（a）〈世人としての自己〉を（b）最

も固有な仕方で自己である可能性へ呼び向けることとして解釈されるのだ。 

 

（2）良心は何を命じるのか 

上述のように描かれる良心の呼び声の内実は、「私」を被投性における自己へと立ち戻

らせる（「呼び返す」）ことで、そこからのみ可能な「私」固有のあり方へと呼び向けるこ

とと考えられている（SZ 280）。「私」が立ち戻らされる被投性における自己は、〈自らの

                                                   
13 Carl Friedrich Gethmann, op. cit., p. 307; 石川文康、前掲書、104-107 頁。 
14 「呼び声が呼びかけるのは、日常的かつ平均的に配慮し、〈つねにすでに自らを理解している〉

現存在である。他人と共にある配慮する共存在の〈世人としての自己〉が、呼び声によって呼びか

けられるのだ」（SZ 272）。 

15 「〈世人としての自己〉の自己
．．

だけが呼びかけられ、聴くことへともたらされるがゆえに、世人
．．

の方は、崩れ落ちるのだ」（SZ 273）。 
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意のままにならない〉という性格を有する。というのも、各人がどのような時代・環境に

生まれ、当人が現になしているようなあり方に至って存在しているという事実は、取り消

しようがなく、その出発点に遡って一からやり直すことはできないからだ（SZ 284）。ハ

イデガーは、良心現象が露わにする「何かに対して責めを負っている」というあり方を、

通俗的な解釈から引き離しつつ、存在する限り、いかなる罪や過失にも先立って、自らの

意のままにならない自らに固有な存在の「根拠であること」（Grundsein）と特徴づけてい

る（SZ 284-285）16。つまり、良心が「私」に立ち戻らせるのは、「私」に固有なあり方が

「私」の意のままになるものではないにもかかわらず、「私」はその根拠として、何らか

の責任を負わざるをえないという事実なのだ。 

このことは、自分のなしてきたことすべてに責任を負わねばならないという過剰な要求

を意味しているのではない。良心によって〈世人としての自己〉から自己自身へと呼び出

されることは、とりたてて「私」がなしたという自覚のない行いを改めて「私」がなして

しまったこととして引き受け直すことを意味する17。例えば、ある会社員が会社の命令で

何らかの不正に関わってしまった時、彼は会社の命令に背けば解雇されるしかなく、いか

なる選択肢もなかったということを理由に免責されうるかもしれない。しかし仮に彼が法

的責任を問われなかったとしても、少なくとも彼自身は、当時は自覚なく従ってしまった

会社の命令を自分が拒絶しなかったこと（あるいは会社の命令に疑問を抱かなかったこ

と）を改めて「自分自身の選択」として認める（「選択を後から取り戻す」（SZ 268））

ことで、道徳的責めを負いうる。このようにしてハイデガーは、「私」が被投性における

自己を引き受けるという点に道徳的責務の始点を見出すことで、いかなる超越的原理にも

訴えることなく、道徳的な行為主体の成立を描き出そうとしている。 

ここで重要となるのは、良心という現象が行為者に生じたかどうかは、客観的に確認さ

れる事柄ではなく、行為者の主体性の変化を通じてのみ示されるということだ。行為者自

身にとっても、良心の声の聴取は、内的に確証されうるようなことではなく、自らのあり

方に道徳的責めを負い、自らの振る舞い方を変えていくことによってのみ追認されうる

（SZ 279）。ここに、ハイデガーが注意を促していた良心という「事実」の「疑わしさ」が

ある（SZ 268）。この「疑わしさ」は、良心が事物や物理的音声よりも低次な確実性しかも

たないことを意味しない。むしろ、良心の声を聴く「私」にとってすら疑わしいものとし

て現れる（この声を聴かなかったことにして、自己から目を背けることがつねに可能であ

る）ということは、自己喪失していた「私」が自己自身に呼び出されるという現存在に特

有の現象にとって構成的性格をなしているのだ。 

 

 

                                                   
16 『存在と時間』における「責め」（Schuld）の分析については、池田喬『ハイデガー 存在と行

為 ―『存在と時間』の解釈と展開』、創文社、2011 年、第 3 章を参照。 

17 「世人のなかから自らを連れ戻すということ、すなわち、世人としての自己から本来的に
．．．．

〈自己

であること〉への実存的変様は、何らかの選択を後から取り戻すこと
．．．．．．．．．．．．．．．．

（Nachholen）として遂行され

ねばならない」（SZ 268）。 
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（3）いかにして道徳的自己を知りうるのか 

 ハイデガーによる「尊敬」概念の解釈の基盤をなすのは、「何かに対して
．．．．

感情を抱くこ

と（Gefühlhaben für etwas）は、感情を抱いている自己を
．．．

感じること（Sichfühlen）を含む」

という主張である（GA 24, 187）。私が友人の振る舞いに怒りを覚えるとき、私は自分自身

を反省することなく、怒っている自分自身を直接的に感じ取っている。感情は、自己を理

論的に反省するのとは異なる形で、自己を自らに対して露わにする自己開示機能を有する

（GA 24, 187）。尊敬は、一方で非感性的な
．．．．．

感情であるがゆえに、つまり外的対象に由来す

る感情ではないがゆえに、感情一般に含まれるこの自己開示機能を先鋭化させる。尊敬に

おいて、「私」は感情を惹き起こす外的対象に向かわされることなく、道徳的なあり方に

向かう自己を感じるのだ。他方、尊敬は、あくまで感情
．．

であるがゆえに、思惟する「私」

と思惟される「私」という自己の二重化を経ずに、直接的に自己を「知る」。このような

解釈を通じてハイデガーは、行為主体に特有の「自己知」のあり方に迫っていると思われ

る。というのも自らの行為に責任を負いうるためには、行為主体は無自覚的に行為してい

るのではなく、「行為している自己」を何らかの形で知っている
．．．．．

のでなければならないが、

この自己知は、行為している自己とは別個に立てられる理論的・反省的自己を通じてなさ

れるのではなく、直接的に
．．．．

なされると考えなければならないからだ（さもなければ、行為

する「私」とそれを知る「私」との分裂が生じ、後者が前者の行為の責任を負うことがで

きなくなる）。 

 ハイデガーによる「尊敬」概念のこうした解釈を、良心の分析の延長線上に位置づける

ことは故なきことではない。というのも、もともと「共に」（cum）「知る」（scire）に由来

する「良心」（conscientia）は、「共に誰かに知られている」（conscius＋与格）の「誰か」の

特殊な場合である「自分に知られている」が中心的な意味となった語であり、「何かを知

っている」場合に前提とされているような「知っているのが自分であることを知っている

こと」、この意味で「知っている自分を知っている」という「自己知」を意味する言葉で

あるからだ18。重要なことは、ハイデガーが問題とする良心や尊敬が孕む「自己知」にお

いては、必ずしも明瞭かつ確実な仕方で自己が知られているわけではなく、「私」が責任

を負うべき自己自身に呼び出されていること（良心）、よりよい自己のあり方へと自分が

向けられていること（尊敬）といった仕方で、知られるべき自己が指し示されるという形

で知られているということだ。 

 

 

３．批判的吟味 

  

以上の解釈において、ハイデガーが自覚的にカントの「理性主義的」側面を縮減してい

ることは明らかである。この縮減の意義を評価するためにも、カント自身の議論に立ち戻

って吟味しなければならない。 

                                                   
18 中川純男「Non dubia, sed certa conscientia – Augustinus, Confessiones X, 6, 8 –」、『中世哲学研究』第 7

号、1988 年、56 頁参照。 
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（1）「理性の事実」 

カントが「理性の事実（Faktum）」と呼ぶものは、直観されるしかない事態でも、ハイ

デガーのいう現存在の被投性ですらなく、あくまで「理性の活動の成果」を意味すると考

えられる19。Faktum というドイツ語は、ラテン語の動詞 facere（する・作る）の完了分詞

factum に由来する。factum は「なされたこと」（行為）と「作り出されたもの」（所産）と

いう二義性を有するため、カントの時代、Faktum は、「行為」（That）と（人間の行為の所

産としての）「事実」（Thatsache）二つの意味で用いられていた20。もしも「理性の Faktum」

を理性がたまたまぶつかる純然たる「事実」とみなすなら、カントの議論は直観されるし

かない前提に依拠していることになり、道徳経験の実在性に関して経験的な反論に晒され

ることになる21。クラインゲルトは、「理性の Faktum」をあくまで「理性の行為」によっ

てもたらされる「事実」とする解釈を提示する。この解釈によるなら、「われわれが意志

の格率を立てようとするや否や道徳法則を直接に意識する」という「理性の事実」が意味

するのは、次のようなことである。何らかの決断に際して、自らの行為にとってどのよう

な格率がふさわしいかを考えることができる者は、何らかの理由に基づいて行為しうる者

である。自分が特定の仕方で行為するのはなぜかをこうした人が問うなら、この問いは、

おのずから
．．．．．

、自らの行為が特定の目的のために有用であるかどうかを越えて、そうした目

的自体が追求に値するかどうか（そしてそれはなぜか）、そしてそもそも自らの傾向性に

沿って行為するべきかどうかという問いに至る。このことが意味するのは、自らの行為の

格率について考える際、人は自分の意志が傾向性に依存せず、理由に基づいており、さら

に自らの格率を評価する基準となる規範的原理（道徳法則）を前提としていることに（暗

黙にであれ明示的にであれ）気づいているということだ。こう考えるなら、カントにおい

て道徳法則が直接に意識されるということは、あくまで格率をたて、自らの行為の理由を

問うという理性的な活動によって生じる「事実」なのだ。 

 理性の活動を中心に据えるこうしたカントの議論は、ハイデガーが良心を特定の指令や

行動指針から引き離す際に批判しているような見方、すなわち「期待にそって一義的に計

算しうる格率」を自らの行為に機械的に適用することで、他ならぬ「私
．
」の

．
行為の可能性

を逸してしまうような見方に与するように見えるかもしれない22。しかし実際には、カン

トにおいて、あらゆる状況下で最善の行為を導出してくれるような原理は決して提示され

ていない。さらに、ある決断に際して、行為の格率が普遍的なものであるかを吟味するこ

とは、そうした格率に従えば皆が同じように判断しうることを口実に行為する「私」から

                                                   
19 以下の解釈は、次の論考に全面的に負っている。Pauline Kleingeld, Moral Consciousness and the ‘fact 

of reason’, in: Andrews Reath & Jens Timmermann (edd.), Kant’s Critique of Practical Reason. A critical Guide, 
Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 

20 Ibid., pp. 62-63. Thatsache というドイツ語は、18 世紀後半まで存在せず、この語は「res facti」（な

されたこと）、すなわち「人間や自然の活動の結果として現に実在しているもの」を翻訳するため

に考案された造語であった（ ibid., p. 63）。 
21 Ibid., pp. 60-61. 

22 「期待にそって一義的に計算しうる格率をもってしては、良心は、まぎれもない行為する可能性
．．．．．．．

を、実存に拒絶することになってしまう」（SZ 294）。こうした批判は、カントに向けられている

のではなく、むしろカントの形式主義を批判したシェーラー等に向けられている（ ibid.）。 
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責任を免除することを意味せず、一見するともっともらしい格率の設定がその実、自愛や

自惚れによるものでしかなく、普遍的な実践的法則としてはまったく根拠を欠いたもので

あることを明らかにする点に重きが置かれている23。逆にカントの視点が開く見方は、ど

れほど個々の実存が唯一的な性格を有するとしても、とりわけ倫理的場面において個々の

「私」が何らかの理由に基づいて行為を選択するなら、こうした理由は普遍化可能でなけ

ればならないというものだ。確かにハイデガーは、具体的な行為の選択に先行する「選択

自体を選択する」という審級に、現存在の被投性という見地から迫っている。しかし、〈世

人としての自己〉から責任主体へと変容した「私」が、自らの慣れ親しんでいる慣習（「会

社の命令には従うものだ」）とは異なる仕方で行為する場合（「会社の不正を告発しなけれ

ばならない」）、そのように行為する理由は、どのようにして正当化されるのだろうか24。 

ひるがえって、ハイデガーが良心現象において明らかにした、意のままにならない自己

のあり方を引き受けるというあり方も、単純な想起や盲目的な受け入れにとどまらず、現

に問題となっている事柄（会社の不正）について、日常性においては必ずしも因果的とみ

なされない過去の自分のあり方（当の会社の社員であった）を広義の因果性という観点か

ら責めを負うものとして引き受ける点で、ある種の
．．．．

「理性的」能力の関与を前提としてい

ると言えないだろうか25。というのも、「理性的」と呼ぶに値するのは、たんなる機械的

な計算・推論ではなく、どのような文脈および限界のもとで当の計算・推論が成り立つか

を把握しつつなされる計算・推論であると考えられるからだ26。 

 

（2）良心の法廷モデル 

カントの良心解釈における「法廷モデル」へのハイデガーの批判は、良心の擬人化およ

び現存在特有の性格の看過という点では、もっともな批判であるように見える。しかし石

川文康も指摘しているように27、法廷モデルは、「たんなる比喩」にとどまらない意義を有

                                                   
23 狭い視野で立てられた格率（例えば「自分の資産をあらゆる確実な手段で増やすこと」）は、普

遍化されるや否や、自己矛盾に陥ることが明らかにされる（KpV 35）。 
24 「慣習」と（強い意味での）「規範」との相違については、池田喬「志向性・語り・行為  ―ハ

イデガーの現象学的行為論」、『ヨーロッパ文化研究』第 28 集、成城大学文芸学部大学院紀要、

2009 年、26 頁参照。クローウェルは、『存在と時間』においては充分に説明されていなかった決

意性と〈理由を与えること〉の連関が「根拠の本質について」（1929 年）でより詳細に説明され

たと解釈する（Steven Crowell, Conscience and Reason: Heidegger and the Grounds of Intentionality, in: 

Steven Crowell & Jeff Malpas (eds.), Transcendental Heidegger, Stanford: Stanford University Press, 2007, pp. 

60-61）。この点は、稿を改めて検討したい。 
25 カントが正確に見て取っていたように、「理性」（ratio）は、一つの原理から他の原理を導出し

たり、格率から可能な行為を引き出したりする狭義の推論・計算能力には汲み尽されず、全体を

一挙に捉える（「物の徴表を同位的に秩序づける coordinieren」）という「知性」（intellectus）の

働きに対置される、一方を他方に理由づける（「物の徴表を従属的に秩序づける subordinieren」）

働きから考えられねばならない（檜垣良成「カントの理性概念 ―その二義性と Verstand との関

係」、御子柴善之・檜垣良成編『現代カント研究 10 理性への問い』、晃洋書房、2007 年、20 頁

参照）。 
26 ある一定の範囲やスパンでは極めて合理的に見えた計算（例えば、原子力発電所の「効率性」）

は、しばしば、より長いスパンから、あるいは異なる角度から見つめたとき極めて不合理なもの

に転ずる。 
27 石川文康、前掲書、110 頁-111 頁。石川は、世俗の法廷の最終的な拠り所が〈真実のみを述べる

ことを良心にかけて誓うこと〉に求められるがゆえに、世俗の法廷をモデルに良心が考えられてい
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する。カントは良心が各人の恣意によって仕立て上げられるものではなく、ある意味では

「実践理性」であることを強調しているが（cf. MS 400-401）、これはカントが良心を個々

人に閉じられたものではなく、公共的な理性に開かれたものとして捉えていたことを示し

ている28。この点は、例えば「自分の良心に問いかけてみよ」といった語法を考える場合、

重要であろう。もし良心が純粋に現存在の内にとどまる現象であるなら、「他人の良心に

訴えかける」といったことは意味を失ってしまうからだ。ハイデガーは、良心にある種の

公共性を認めることが、良心の声を世人の声と混同することに他ならないと断じている

（SZ 278）。ところが、カントの思考に沿うなら、良心現象において垣間見られる理性の公

共性を、現に成り立っている法的・社会的な規範と同一視してはならず、逆に前者に基づ

いた後者の変革可能性について考えねばならない29。というのも、理性の公共性というこ

とで問題となっているのは、全体を鳥瞰するような傍観者的な視点に立って行為を考える

ことではなく、特定の状況における「私」の理性的判断が、狭い視野や偏った視点、さら

には通俗的に正しいとみなされている考えに過度に左右されていないかを吟味し、「私」

が直面している当の状況により即した「正しい」判断を探求することだからだ。それゆえ

ここでは、世人へと没入し、責任主体（「私」）の非人称化（皆一般）に至るような平均化

とは異なる仕方で「公共性」を思考する可能性が提起されていると考えられる30。 

 他方、カントが法廷モデルに訴える際に主要な動機となっていたのは、「私」に呼びか

ける「良心」を「私」とは異なる「人格」として立てるべきだという理論的要請であった。

この要請は、良心を事物的存在者とみなすことを必ずしも意味せず、むしろ「良心の起点
．．

が「私」とは異なる」という良心の現象学的実状に由来する。カントの道徳哲学を高く評

価し続けたレヴィナスは、『全体性と無限』で独自の「良心」（conscience morale）論を展開

するにあたって31、こうした論点をより深めようとしている。そこでレヴィナスは、良心

の働きを「他人を迎え入れること」に見出し、この迎え入れの本質を「他人によって「私」

が問い直されること」とみなす32。そして、この問い直しが「私」からではなく、「相手の

                                                                                                                                                     
るのではなく、逆に良心法廷というモデルを制度化したものが世俗の法廷だと主張している。  

28 Cf. Allen Wood, Kantian Ethics, Cambridge: Cambridge university press, 2008, p. 186. 
29 こうした論点をレヴィナスは、「第三者」（ le tiers）に関する議論でより詳細に展開している。

この点については、ハイデガーの世人論との関連も含めて、以下の二つ拙論で論じた。Shojiro 
KOTEGAWA, Comment la subjectivité découvre-t-elle la quotidienneté ou l’universalité ? : La question du 
« tiers » chez Levinas, in: Cahier de CEM n° 6, Centre d’études multiculturelles de la maison du Japon, 2013; 
« Le tiers me regarde dans les yeux d’autrui  » : qui est le « tiers » chez Emmanuel Levinas ?, in: Revue 
internationale Michel Henry, Louvain: Presses universitaires de Louvain, 2014, à paraître. 

30 ハイデガーにおいても、世人の一般性とは区別される「公共性」の可能性が、とりわけ「歴史性」

の考察において試みられているという指摘を轟孝夫先生から頂戴した。この点については、ハイ

デガーの歴史性概念に対するレヴィナスやリクールの批判（cf. Paul Ricœur, Temps et récit III : le temps 

raconté, Paris: Seuil, 1985, 1er sec., 3ème chap.）とあわせて、稿を改めて論じたい。 
31 仏語の conscience はそれだけで「良心」という意味をもつが、「意識」（conscience）と区別する

ために、「良心」を意味する場合 morale という形容詞をつけるのが慣例となっている。しばしば

「道徳意識」と訳される『全体性と無限』の conscience morale という概念は、『存在と時間』の良

心論に対するレヴィナス独自の良心概念として読解することが可能であるし、また自然であると

考える。 
32 「良心は他人を迎え入れる（La conscience morale accueille autrui）。このことは、私の諸能力に対

する抵抗が立ち現れることであり、この立ち現われは、〔私〕より大きな力でもって私の能力を挫

折させるのではなく、私の能力が有する素朴な権利、生きている者としての私の輝かしい自発性
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方から生じる」ことを強調する33。 

確かに他人の訴えや要請に応えるためには、盲目的に他人に従うのではなく、そうした

呼びかけを理解し、それに従う（同意する）よう自らに命じることができるのでなければ

ならない。その限りで、ハイデガーが描いた、自己自身の呼びかけを聴き取るという構造

は、他人からの呼びかけも含んだ、あらゆる呼びかけの聴取の基底をなすと解することも

できる。実際、リクールは、このような読解に基づき、ハイデガーにおける「自己の呼び

かけ」とレヴィナスにおける「他人の呼びかけ」を相互補完的なものとみなしている34。

ところが、一見すると穏当なこうした解釈は、レヴィナスの意図を見誤っていると思われ

る35。 

レヴィナスが、良心における自己の問い直しの由来を「私」とは根本的に異なる者とし

て現れる〈他人〉（Autrui）に据えるのは、自己とは異なる〈他者〉（l’Autre）をやみくもに

称揚するためではなく36、「私」を起点とする「私」の存在可能性の展開としての理解（「把

捉としての理解 compréhension」）と、「私」の理解の枠組みが問い直されることから始まる

「理解」（entendre）を区別するためである37。他人の呼びかけが「私」自身の呼びかけを

介して「理解」（把捉）されるなら、そこで「理解」されるものは、あくまで「私」が知

りえたもの（〈世人としての自己〉が目を背けていたもの）にとどまり、その場合、他人

の呼びかけはあくまで「私
．
」の

．
存在可能性に気づかせてくれるきっかけ以上のものではな

い。もし良心において問題となるのが、「私」だけでは知りえなかった
．．．．．

もの、「私」の存在

可能性に含まれていなかったものを受け取り38、「私」の理解の枠組みが問い直され、刷新

されるという事態であるなら、このような問い直しは「私」とは異なる人格
．．

として、つま

り「私」が把捉しうる属性や外見には縮減しえない他人それ自身
．．．．

として（「顔」（visage）

という仕方で）現れる〈他人〉を起点としているのでなければならない。一見すると独断

的に見える、レヴィナスのこうした主張は、以下の二つの洞察に由来する。第一に、「私」

                                                                                                                                                     
を問い直す」（TI 83）。 

33 「対話の基底にある倫理的関係は、実際、〈自我〉から発せられる（partir du Moi）光を有する意

識の一変様のではない。この関係は自我を問い直す。この問い直しは、相手の方から生じる

（partir de l’autre）」（TI 213）。 
34 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris: Seuil, 1990, pp. 408-409. 
35 実際、他人の命令が「私」の盲目的な従属を引き起こすものではなく、何らかの行為を自らに命

じるという「私」の能力に向けられていることを強調しているのは、レヴィナス自身である。「〔他

人の命令は〕、私自身が〔自らの〕主人である限りでのみ私と係わりうる命令であり、それゆえ〔自

らに〕命令せよと私に命令する命令である（commandement qui me commande de commander）」（TI 

234）。 
36 レヴィナスの哲学を「他者論」とは呼べない事情については、「レヴィナスにおける他人（autrui）

と〈他者〉（l’Autre） ―『全体性と無限』による「暴力と形而上学」への応答」（『哲学』第

65 号、日本哲学会、2014 年、所収）で論じた。 
37 二つの「理解」の区別については、拙論「レヴィナスの「知覚の現象学」 ―『全体性と無限』

におけるメルロ＝ポンティとの対話」（『メルロ＝ポンティ研究』第 17 号、メルロ＝ポンティサ

ークル、2013 年、所収）参照。 
38 ハイデガーとレヴィナスの体系的な対比のもと、モアティは明快に、この点を強調している。Cf. 

Raoul Moati, Evénements nocturnes : Essai sur Totalité et Infini, Paris: Hermann, 2012, p. 253. この論点に関し

て、筆者は真理論という文脈から両者の対比をより詳細に描くことを試みた。拙論「存在と真理

―存在だけしかないことがなぜ悪いのか」（合田正人編『顔とその彼方―レヴィナス『全体性

と無限』のプリズム』、知泉書館、2014 年、所収）参照。 
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の根底的な
．．．．

問い直しは、「私」が気づいていなかった別様な存在可能性がたまたま示され

ることによってではなく、「私」とは異なる起点があり、そうした起点に「私」は同時に

立つことができないという事実に直面することで生じる。第二に、こうした問い直しが一

過性の違和感を生じさせるだけであったり、「私」の側からの任意の解釈を許したりする

ことがないのは、「一義的な意味」（TI 200）に向けて「理解」するよう「私」に促す〈他

人〉からそれが発せられている場合である。レヴィナスによれば、良心という現象が、他

人を一方的に（男／女・学生・精神病者等として）「把捉」することなく、「私」とは端的

に異なる〈他人〉自身として迎え入れる点に存するがゆえに、「私」は自らの理解の枠組

みの根底的な問い直しを経たうえで、よりよい
．．．．

他人の理解、「私」一人ではなしえなかっ

たよりよい
．．．．

あり方、すなわち「善良さ」（bonté, TI 277）に目覚めることができるのだ。 

 

（3）いかにして道徳的自己を知りうるのか 

良心の法廷モデルにおける、「私」とは異なるものによって「私」が呼び出されるとい

う事態は、行為者の主体化および行為主体の自己知を考えるうえでも重要である。レヴィ

ナスは、「私」が自らの行為に責任を負う主体になるのは、他人の面前であると主張する。 

 

私が迎え入れる〔他人の〕顔が、〔…〕私を現象から存在へと移行させる。すなわち〔他人との〕

対話において、私は〈他人〉による問いかけに身を晒し、応答が急務であること、現在の切っ

先が、責任に対して私を生じさせる。責任ある者として私は、私の最終的な実在（ réalité）へと

もたらされるのだ。（TI 194） 

 

テレビでたまたま物乞う男を目にしても、彼の訴えを保留し、自らの態度を差し控える

ことができる（例えば、「こんなひどい所もあるのだ」等と言って）。これに対して、道端

で物乞う男の声や視線に遭遇するなら、私は彼に応答するよう強いられ、もはや自分の態

度を差し控えることができなくなる。というのも、この時、私の逡巡や沈黙さえもが、私
．

が望む望まないにかかわらず
．．．．．．．．．．．．．

、彼に対する私の態度となってしまうからだ。他人との対面

は、「私」があくまで内面（「現象」）にとどまることを許さず、「私」をこの他人に直面し

ている「この私」という唯一性のもと、避け難い仕方で実在化
．．．

させるのだ。レヴィナスが

他人から「私」への発話（parole）を強調するのも、この点を際立たせるためである。レ

ヴィナスは、ハイデガーが良心現象にとって非本質的とみなした事実的な発声を特権視し

ようとしているのではなく、（発話に限らず、視線や所作にも見られる）他人から「私」

へという方向性が「私」の責任主体への変容において不可欠な役割を果たすという点を強

調しているのだ。「私」が自らを責任主体として「知る」のは、内面性への立ち戻りや、

錯覚に転化しかねない感情においてではなく、「私」の意のままにならない方向性を伴う

他人との対面を通じてである。このようにレヴィナスは考えている39。 

                                                   
39 詳細については、拙論「他人を「理解」すること ―レヴィナスの理性論序説」、『人文』第

13 号、学習院大学、2014 年、所収参照。ハイデガーにおける良心現象に固有の疑わしさ（確証の

不可能性）とレヴィナスにおける責任の完遂不可能性（どこまでいっても他人に対する責任に応え
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結び 

 

 こうした一連の問題提起は、扱っているテクストからしても、議論の深度からしても、

極めて不充分なものにとどまっている。一方では、本論で扱えなかった『存在と時間』の

諸分析（とりわけ死の分析や歴史性の分析）および『存在と時間』以降のハイデガーの思

索の検討を経たうえで、それぞれの問題提起の正否が問われるべきであろう。他方、『人

倫の形而上学』の具体的な分析を含むカントの倫理学全体や、「死」や「歴史」について

のハイデガーの問題構成とのレヴィナスの対決（『全体性と無限』第三部後半の「倫理的

関係と時間」）を吟味する中で、より深い次元での問題の解明が試みられなければならな

い。本論を、こうした試みの序としたい40。 

 

Shojiro KOTEGAWA 

How does conscience call upon us? 

  ― Implications and Problems of  Heidegger’s Interpretation of  Kant 

                                                                                                                                                     
きったとはいえない）には、同型性が見て取られうるという指摘を古荘真敬先生から頂戴した。こ

の点については、今後の課題とさせて頂きたい。 
40 本稿は、ハイデガーフォーラム個人研究発表（2013 年 9 月 22 日於関西大学）における発表原稿

を改稿したものである。発表時および発表前後に貴重なご質問・ご意見を賜った諸氏、とりわけ

関口浩先生、森一郎先生、古荘真敬先生、轟孝夫先生、齋藤元紀氏、陶久明日香氏、景山洋平氏、

高井寛氏、本稿を書き上げるにあたり参考文献をご教示下さった池田喬氏、金成祐人氏に深謝いた

します。なお、本稿は筆者が日本学術振興会特別研究員として文部科学省科学研究費（特別研究員

奨励費）の交付を受けて行った研究成果の一部である。 
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カントとハイデガー 

―「良心」と「良心の制度化」をめぐるカントとハイデガー― 

 

                              加藤 泰史（一橋大学） 

 

 

１：「良心」と「公共性」をめぐるカントとハイデガー  

 

 ハイデガーほどカント哲学を深く理解した上でカント哲学に批判的に対峙できた哲学

者もいない。そのカント理解にしてもハイムゼートとともに新カント学派の認識論的カン

ト解釈を粉砕して存在論的カント解釈を形成するほどにカントのテクストに肉薄して強

力である。しかも『存在と時間』執筆時にカント哲学の担った重要な役割を加味するなら

ば、ハイデガーが『存在と時間』で使用した用語はその深層においてカント哲学のそれと

鋭く切り結ばれていると言えよう。その一つとして私は「公共的良心（das öffentliche 

Gewissen）」を取り上げてみたい。ハイデガーはそれについて、「（…）こうした「公共的良

心」―これこそは世人の声でなくて何であろうか」（SZ,278）と断罪する。この短くも決

然とした言明から明らかなように、ハイデガーは「公共的」であること、すなわち、「公

共性（Öffentlichkeit）」に関して否定的な態度を取り、「良心」をこうした「公共性」と内

的に関連づけようとする理解を「通俗的」として拒否する。むしろそれは、「本来的／非

本来的」という自己の固有なあり方と関係づけられるべきなのである。 

 それに対してカントは、「良心」を自己の規範的なあり方に関係づけると同時に、「公共

性」ともその根底において密接に切り結ぼうと試みる。たしかにカントとハイデガーの両

者は事後的な「良心」理解を採用しない点や他者論的問題構制などの論点で共通する。特

に「良心」が「責任」の担い手を構成するとしている点は両者の最大の共通点として重要

であろう。しかし、「良心」と「公共性」を内的に連関させて理解しようとするカントの

立場からすると、ハイデガー的「良心」はその呼び声に呼びかけられて「責任」の担い手

としての固有な自己のあり方へと呼び起こされるにしても、「公共的」地平から退却して

どこに向かおうとしているのかと問わざるを得ない。「公共性」や「制度」の問題を置き

去りにして「良心」のそれを真に問うことができるのか疑問だからである。 

 そこで本論稿では、「良心」と「公共性」ないし「制度」との内的な連関をむしろカン

トに即して、しかもハイデガーとは異なって肯定的に分析した上で明らかにしてみたい。

カントの場合、「良心」が「責任」の担い手を構成することで「帰責」の可能性が開示さ

れると同時に、規範的な「理由の空間」も切り開かれることになる。このとき「良心」は

二つの根源的な局面で「公共性」ないし「制度」に関わる。一つは「良心」が「制度化」

のいわばプロトタイプとして機能する「根源的契約」の局面であり、石川文康が『良心論』

で取り上げたのもまさにこの場面にほかならない1。もう一つはこの「根源的契約」に内

在している「制度化の制度化」あるいは「制度の制度化」の局面である。ここでは「理性
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の公共的使用」を通して「制度化の制度化」の推進力として「良心」は作動する。この考

察では、特に後者の局面に力点を置きながら「良心」と「公共性」ないし「制度」との内

的関係を論じる。「良心」によって「理由の空間」としての「目的の国」が立ち上げられ

ると、このとき同時に世界は「制度化」され「制度」のネットワークに覆われることにな

るが、そうした「制度化」された世界の内部にあって「良心」とは「制度の他者」に向き

合おうとする意志にほかならないのである。 

 

 

２：カントの法的思考 ―批判と法― 

 

 カントの法的思考はすでに『純粋理性批判』において明白に示されており、この「純粋

理性批判」という書名にもなっている言い回しがそれを言い表している。少し長くなるが、

決定的な箇所を「超越論的方法論」から引用してみよう。 

 

「純粋理性批判は、純粋理性のあらゆる係争にとって真の法廷と見なされうる。なぜなら、純粋

理性批判は、客観と直接的に関わり合うような係争には巻き込まれず、理性を最初に制度化する

原則に従って理性一般の正当性を規定し判定する任務を持っているからである。こうした批判な

しでは理性はいわば自然状態にあるのであって、それゆえにみずからの主張や要求を戦争によっ

て以外では貫徹したりあるいは確保したりすることはできない。これに対して批判は、すべての

決定を自己自身が制定した根本規則にもとづいて下し、そうした決定の威信は誰一人として疑う

ことのできないものであって、それゆえに批判はわれわれに法的状態という平穏を創り出してく

れるが、この法的状態においてわれわれは訴訟によって以外では争ってはならないのである。自

然状態において事件を集結させるものは勝利であって（…）それに続くのはたいてい不安定でし

かない平和である（…）のに対して、法的状態においてはそれは判決であって、この判決は、こ

の場合には係争自身の源泉にかかわるので、永遠平和を保障するにちがいない。また、たんなる

独断的理性の果てしない係争も、最後には、この理性自身の何らかの批判において、また理性に

根拠づけられた立法において平和を求める必要に迫られもする。それはホッブズの主張する通り

であって、すなわち、自然状態は不正と暴行の状態であり、人は必然的にこの状態を捨て去って

法的強制に服従しなければならないが、この法的強制のみがわれわれの自由があらゆる他者の自

由と両立し、まさにこのことによって公共の福祉と両立しうるようにわれわれの自由を制限する

と言われるのである」（KrV,A751f./B779f.）。 

 

すなわち、「純粋理性批判」にもとづいて「法廷」が創設されることによって認識の「自

然状態」から「法的状態」への移行が可能となり、「独断的理性の果てしない係争」も終

止符が打たれることになる。このとき、しかし、いかにして「批判」は認識の「法的状態」

を切り開くことができるのか、さらにそもそも「法的強制」に服従する「法的状態」はい

かなる構造を持つのかが問われなければならない。 

 「純粋理性批判」にもとづいて「法廷」の創設が可能となるとき、この「法廷」は被告・
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裁判官といった複数の存在から構成されるとともに、そこでは裁判官は法典に準拠して

「判決」を下す。法典の内実は「超越論的感性論」や「超越論的分析論」の議論が埋める

にしても、これらの議論そのものが「法廷」の構造的複数性を保証するわけではない。そ

れは「批判」が「真理の外的試金石」（KrV,A820/B848）を要請する構造自体に見出される。

すなわち、「批判」は「自己自身にのみ一切の真なる認識の所有を帰属させるが、しかし

それに対して他者にはそれを認めない」といった自己特権化ないし自己例外化の構造を持

つ「排他的判断」を自己相対化の手続きを通して原理的に否定することになるが、そうし

た手続きのためには他者という外部が原理的に不可欠なのである（vgl. Logik Blomberg, 

AA,XXIV・I,94）。したがって、他者という外部を内在的に含んだ手続きを通してはじめて

真なる認識が確保できることになり、そこで自己自身の認識・判断の真理性を確定するた

めに、他者の認識・判断と比較・検討するプロセスとして「真理の外的試金石」が要請さ

れる。こうして「批判」は、「外的試金石」という相互主観的な次元を切り開き、それを

通して形而上学の「独断性」やそれにもとづく判断の「排他性」が克服されて認識の自然

状態から法的状態への移行が可能となるわけである。 

 カントの法的思考を象徴する「法廷」が認識の理論的場面において差し当たりこうした

構造を持ち、それが認識の自然状態から法的状態への移行を可能にするにしても、そもそ

も現実の「法廷」あるいは端的に「法」が関わる行為の実践的場面にあって法的状態の立

ち上げはいかにして可能なのであろうか。ここで注目すべきなのが「目的の国のパラドク

ス」2である。それは、カントが『道徳形而上学の基礎づけ』で「人格」概念を掘り下げ

ようとするコンテクストにほかならない。すなわち、定言命法の基本方式と目的自体の方

式の両方式が「根本において同じ」であることを確認した上で、人格が自己立法にもとづ

くと同時に、自己と他者を人格として承認する観点が人格の尊厳には内在すると議論の歩

を進めて、「自然の国」と「目的の国」を区別しながらカントはこう述べる。 

 

「さて、こうした目的の国は、定言命法があらゆる理性的存在者に指令する規則を含む格率を通

じて、その格率がすべての人によって遵守されるならば、現実に成立するであろう。しかし、理

性的存在者はみずからこの格率を厳密に遵守するとしても、だからといって他のあらゆる理性的

存在者が同じ格率に対して忠実であることを当てにはできない。（…）それにもかかわらず、あ

の法則は十分に効力を持ち続ける。それは定言的に命じるからである。そしてここにまさしく次

のようなパラドクスが成立する。それは、理性的存在者によって獲得できる他の何らかの目的な

いし利益をともなうことなく理性的本性としての人間性の尊厳のみが、すなわち、単なる一つの

理念に対する尊敬だけが、それにもかかわらず意志に対する厳格な指令として役立つべきである

というパラドクスである」（GMS,AA,IV,438f.）。 

 

すなわち、定言命法の「目的自体の方式」が自己と他者を相互に人格として承認した上で

両者を平等に扱うことを要求するにしても、それ受け入れるのは再び「自己」以外ではあ

りえず、それゆえに自己と他者の両者は認識論的には等根源的ではなく自己はつねにすで

に他者に対して構造的に先行する。したがって、自己が先行して定言命法の指令をみずか



カントとハイデガー（加藤泰史） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.8 2014 

 

128 

 

ら受け入れて自己自身を義務づけなければ、無道徳的（amoralisch）な世界（すなわち、「自

然の国」）を前にして「道徳的」世界（すなわち、「目的の国」）の可能性は全く開示され

えない。このとき、しかしながら、いかなる利益をもたらすことにも役立たない「人間性

の尊厳」がまさに尊敬に値する理念であるという理由で「意志に対する厳密な指令」とし

て妥当すべきであるという点に「パラドクス」があるという。前述したように、これを「目

的の国のパラドクス」と名付けるとすると、そこに孕まれる論点は次の三点にまとめられ

よう。 

 

（1）「利益」や「欲求」といった自然的動機のみに格率が依存するならば、その場合は結

局のところ「理性的主体」も「たんにみずからの欲求の自然法則に服従するだけのも

の」にすぎず（vgl.GMS,AA,IV,439f.）、因果律の支配する無道徳的な「原因の空間」とし

ての「自然の国」に所属したままである。したがって、「理由の空間」としての「目的

の国」を立ち上げるには「利益」や「欲求」のような自然的なものとは無関係で、し

かも自然的次元を超えた「理念」に格率が定位する必要があり、それが「人間性の尊

厳」にほかならないわけである。この意味で「人間性の尊厳」は「目的の国」の成立

基盤であると同時に、それゆえに道徳的規範の源泉でもあると言えよう。 

（2）いかなる利益をもたらすことにも役立たない「人間性の尊厳」が「厳密な指令」と

して役立つべきである、つまり、何の利益をもたらすことにも役立たないがゆえに「目

的の国」の立ち上げを可能にするということが「パラドクス」であると見なす観点は、

したがって、功利主義および帰結主義のものにすぎない。この「パラドクス」はむし

ろ義務論を予告する。 

（3）この「パラドクス」はまた「目的の国」の成立にも関わる。このとき「目的の国」

は相互人格的な空間であるが、「目的の国」の成立基盤となる「人格」はそもそも原初

的には相互的ではない。したがって、「自己自身に対する義務」（vgl.MS,AA,VI,417f.）に

もとづいて自己を義務づけることによって「人格」を立ち上げることでしか「目的の

国」は成立可能とはならない。このとき「人間性の尊厳」は「理念」としてこうした

構造を統制する。それはまた「人間の絶対的価値」（GMS,AA,VI,439）にほかならない。 

 

こうしてみると、カントが「目的の国のパラドクス」に言及したあとで「道徳性」を「行

為が意志の自律に対して持つ関係」（ebenda）と特徴づけたまさにこの点にこそ行為の規範

的状態の立ち上げの第一歩が確認できる。すなわち、普遍的に自己立法した法則に意志の

格率が合致する場合に行為の「道徳性」が成立可能となり、したがってこのように意志の

格率が合致したりしなかったりを自己吟味するという仕方で行為の「理由」を主題化して

行為に「道徳的価値」（GMS,AA,VI,440）を付与することも可能になる。カントにあって「理

由の空間」が「目的の国」として「人格の自己立法」によって可能となり、しかも「この

普遍的に立法する能力」こそ「人間性の尊厳」を本質的に構成するのであるならば、この

自己吟味―コースガードであれば、「反省的認証」とよぶであろう―には道徳法則を

普遍的に自己立法した上でその道徳法則に意志の格率が合致しているのかどうかを文字
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通り吟味してその道徳法則にみずから従うという法廷的な手続き的構造が指摘できる。こ

の自律的構造全体がやがて『実践理性批判』では「良心」とよばれるようになるが、「あ

らゆるものに価値を規定する立法そのものは尊厳を（…）持たねばならない」というよう

に『基礎づけ』ではその起点となる「自己立法」の局面に焦点が当てられる。いずれにせ

よ、認識の場合にこうした規範的状態の立ち上げが「批判」によってもたらされたとすれ

ば、行為の場合にはそれは「良心」にもとづくわけである。 

以上のように、行為に関する「理由の空間」が「良心」にもとづいて「目的の国」とし

て構築されると、「自己自身に対する義務」があらゆる義務の基盤に位置づけられるとと

もに、それを基盤に「他者に対する義務」が積み上げられて「道徳」が展開され、そこか

らさらに「法」が秩序づけられる。カントの場合、この意味で「良心」は「制度化」の基

盤でもあるので、カントが現実の法廷制度を「良心」に反映させて「内的法廷」

（vgl.MS,AA,VI,437）として特徴づけたのではなく、事態は逆であってむしろ「良心」をモ

デルにして法廷の「制度」が整序されたとする石川文康の分析は十分に首肯できる 3。し

かし、「良心」の本来的機能はそれだけに限定されるわけではない。「制度化」そのものの

内部でも「良心」は「根源的契約」および「理性の公共的使用」と連関して重要な役割を

担う。本論稿は主にこの後者の側面に焦点を当てるが、これら両側面は「良心」の問題構

制がいかに深くまで「制度」ないし「制度化」に浸透しているのかを物語ると同時に、実

践哲学の分野でカントの法的思考の中心に位置づけられるのがまさに「内的法廷」として

の「良心」であることも明示していると言えよう。そこで次節ではカントの「根源的契約」

の論理に着目してそこにおいて「良心」がどのような役割を担っているのかを析出してみ

たい。 

 

 

３：「根源的契約」と「制度化の制度化」 

 

 「根源的契約」はカントの社会契約論であり、それは国家のあるべき理念を示す。カン

トは「根源的契約」に関してこう語る。 

 

「根源的契約にもとづいてのみ、市民的でそれゆえに全面的に法的な体制が人間の間に基礎づけ

られ、コモンウェルスが創設されうる」のであり、しかもこうした「根源的契約」は「理性の単

なる理念であるが、しかしそれは疑いえない（実践的）実在性を持っている。すなわち、法律が

あたかも国民全体の統合された意志に由来しえたかのように立法するべく各立法者を義務づけ

ると同時に、市民であろうとする限りそうした意志にともに同意したかのように各臣民を見なす

ような実践的実在性なのである」（TP,AA,VIII,297）。 

「非‐法的状態、すなわち、いかなる配分的正義も存在しないような状態が自然状態と呼ばれる。

それと対立しているのは（…）配分的正義のもとにある社会の市民状態にほかならない。という

のは、自然状態においても適法的な集団（たとえば（…）家族的集団一般およびその他の任意の

集団）が存在しうるが、そうした集団には＜君はこうした状態に移行すべきである＞というアプ
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リオリな法則は妥当しないのに対して、法的状態については（たとえ不本意にせよ）相互に法的

関係を結びうるすべての人間はこうした状態に移行すべきであると言われうるからである。第一

および第二の状態を私法の状態と呼び、第三の状態を公法の状態と呼ぶことができる」

（MS,AA,VI,306）。 

「国家とは、多くの人間を法の諸法則のもとで統合することである。（…）国家の形式は国家一

般の形式、すなわち、＜法の純粋原理からすると国家はいかにあるべきか＞という理念における

国家であって、こうした形式は一つのコモンウェルスへのあらゆる現実的統合にとって（それゆ

え内的に）規範として役立つのである」（MS,AA,VI,313）。 

「各国家は三つの権力をそれ自身の中に含む、すなわち、普遍的に統合された意志を三重の人格

において含むのである（政治的三位一体）。それは、立法者という人格における統治権（主権）・

（法律に従う）行政者という人格における執行権・裁判官という人格における（法律に従って各

人のものを裁定する働きとしての）司法権である」（MS,AA,VI,313）。                                                                       

 

以上から明らかなように、カントは「根源的契約」にもとづいて成立する「市民状態」を

「法的状態」と規定してそれに逆に寄生する仕方で「自然状態」を「非‐法的状態」と捉

え返す。この「自然状態」は『純粋理性批判』のいう形而上学の抗争状態と同じである。

すなわち、「こうした（非‐法的）状態の理性概念にアプリオリに含意されていることと

は、公的に法律的な状態が設立される以前では、非連帯的でばらばらな諸個人・諸民族・

諸国家が相互の暴力行為に対して安全ではありえず、しかもその原因が＜各人にとって正

しくかつ善いと思われることを行い、この点で他者の意見に依存しない＞という各人に固

有の権利にある（…）ということにほかならない」（MS,AA,VI,312）というように、「自然

状態」では生か死かの実存的選択が問題ではなく、「非‐法的」とはいえ「私法」は妥当

しており、それゆえに問題は法に関する各人の私的解釈となる。ホッブズの場合とは異な

って、カント的「自然状態」はこうした各人の私的解釈の抗争状態にほかならない。 

 しかしこのとき、すべての他者に自己自身の私的解釈を強制する人ですら、その私的解

釈がすべての人に受け入れられるべきだとしている点で「暗黙のうちに」規範を押し通そ

うとしている。こうした人は「自然状態」の恣意的状態を維持しようとすると同時に、そ

の私的解釈が規則として「普遍的」で「平等」で（非対称的であるにもかかわらず）「相

互的」に受け入れられることを意欲している。したがって、「自然状態」にはすでに「普

遍性」・「平等性」・「相互性」という規範的な「法原理」のモメントが埋め込まれていて、

カントの場合、それが「私法」の問題として論じられたわけである4。したがって、「根源

的契約」では「自然状態」から「市民状態」への移行は「法原理」が主導することになり、

その必然性は「法的」必然性と性格づけられる。このとき各人の法に関する私的解釈を法

に関する国家の公的解釈に服させる義務が生じて「公法」が要請される。 

 こうした観点からすると、自然権の放棄と自己統治の権利を絶対的主権者に全権委任す

ることとを特徴とするホッブズ的社会契約論の不十分さは、「この全権委任によって絶対

的主権者の権力がどのように制限されうるのか」が提示されていない点に見定められる。

すなわち、法外的な絶対的主権者をいかにして法的にコントロールできるのかという問題
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が残されたままなのであり、これが残されたままでは「私法」に埋め込まれていた規範的

モメントは現実化しえない。それに対して、カントが「法原理」を通して「法的状態」へ

の移行を主導して「国家」の理性根拠をこの「法原理」に置くのは原理的にあらゆる存在

者を法に従属させることでこうした法外的な絶対的主権者を解体するためにほかならな

い。このことは、カントの場合、「国家」を「手続き主義的」・「形式主義的」に理解する

ことも意味する。つまり、ケアスティングによれば、「カントは国家を、各人の権利と社

会全体の平和の保障とを目的とする、法制定・法適用・法貫徹の整合的な手続きとして把

握している。国家の中で生きるということは、法律に服するということ、そして、紛争を

解決するために秩序ある手続きに委ねることができるということである」 5。このような

「手続き主義的」な「国家」理解をマウスとシェーンリッヒはルーマンの「制度化する手

続きの制度化」ないし「制度化の制度化（Institutionalisieren des Institutionalisierens）」と連

関づけて（とはいえ、ルーマンの意図に反して規範的に使用しながら）解釈する6。この

とき手続き的で規範的なモメントの現実化を貫徹し徹底化することが目指される。ここで

は、前述したようにホッブズ的絶対的主権者といった法外的存在は許容されず、法に従属

させるか法的手続きに則って解体される必要がある。そのためには国家制定という第一階

の制度化だけでは不十分でその制度化の制度化という第二階の制度化がさらに要求され

るわけである。そして、この点にホッブズ的絶対的主権者とカント的フリードリッヒ II

世の根本的差異が指摘できる。フリードリッヒ II 世はあくまでも法的存在として法に従属

しているからである（vgl.ZeF,AA,VIII,352）。 

 したがって、「根源的契約」が「法原理」によって主導され、それが手続き主義的に理

解されると、「制度化の制度化」のプロセスにおいては、シェーンリッヒが的確に指摘す

るように「制度化」に服従する者のみが「制度化」を操作できることになり、ここにラデ

ィカル・デモクラシーの可能性も開かれる。それは特にマウスのカント解釈の場合に顕著

と言えよう。マウスによれば、「根源的契約」の理念が示す正義とは手続き的正義であり、

それは「自由で平等な参加の機会」と敷衍される7。こうした解釈ではカントの「共和制」

はラディカル・デモクラシー的なものとして「Recht als Politik」を射程に入れて理解される。 

 それに対して、ケアスティングは「根源的契約」を「議会制民主主義」のコンテクスト

に置いて「共和制」をそれと同一視する解釈の可能性も示唆しながら最終的にはこの解釈

を放棄した上で、この「制度化の制度化」（ケアスティングはそうした言い回しを使用し

てはいない）を「自己統制化的（selbstherrschend）」機構としてラディカルに機械論的に解

釈している。すなわち、「カントが国家の発展という目標を特徴づけ、共和制においては

法律が「自己統制化的」であるのであっていかなる特別な人格にも依存しておらず（…）、

したがって法治国家は人格と結びついた歴史的‐伝統的な支配体系によるあらゆる拘束

からみずからを解放し、自立性（自律性）を獲得していると言うとき、このことによって、

支配にもとづく前共和的国家と自由の内に基礎づけられた理性国家との差異が明確に表

現されていることになる。（…）共和主義的な共生というものは、一般意志の表現として

の法律が共生を統制し、国家が強制力を適用するための原理としての法律があらゆる執行

権力を自由と調和させる点に特徴を持つ。共和国とともに支配の歴史は終焉（…）」する
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ことになる8。ケアスティングは「共和制において法律が「自己統制化的」である」と法

の「自己統制化的」機能を強調するが、それは「共和制」では第一階の制度化に対してい

わば自動的に第二階の制度化が遂行されることを含意する。つまり、「共和制」の特徴が

法にもとづく「執行権力」と「自由」の「調和」にあるので、その限りでつねに法の「自

己統制化的」機能が作動して「制度化の制度化」が遂行されるというわけである。このと

き「共和国とともに支配の歴史」が終焉するならば、この「終焉」は前述したように「制

度化の制度化」が「共和制」では機械論的に自動的に遂行されることを意味しよう。こう

した分析には、しかしながら、現実には法が弱者に対する強者の特権をたくみに内在化さ

せて機能することに関する考察が決定的に欠けている。カントはむしろ、このことに対し

て深い洞察を示していた（vgl.ZeF,AA,VIII,355）。したがって、ケアスティングの想定する

ように「共和制」では法にもとづいて「執行権力」と「自由」が「調和」できたとしても、

その「調和」を法そのものが維持できるとするのは法に対してあまりに楽観的であると言

わざるを得ない。ケアスティングの場合には、「制度化の制度化」が現実に遂行されるに

はそれを推進するエンジンが必要であり、一体それは何であるのかという問いの次元が全

く欠落しているのである。ケアスティングと比較すると、マウスとシェーンリッヒの場合

はともに推進するエンジンのことが意識されてはいるものの、しかし十分に掘り下げられ

ているとは言えない。つまり、「理性の公共的使用」の問題が抜け落ちてしまって「共和

制」ないし「共和主義（Republikanismus）」の議論をカントの内部にうまく位置づけること

ができないと同時に、富永茂樹の指摘する「啓蒙の困難」9、すなわち、「啓蒙のアポリア」

に対する洞察も希薄になってしまう。この「アポリア」の問題は「啓蒙」を考察する上で

現代でもなお避けることのできないきわめて重要な理論的課題である。しかし、シエース

などとは異なって私はこの「啓蒙のアポリア」を啓蒙の内部にとどまり続けることで克服

する方途を探求してみたい。そしてそれを差し当たりは「理性の公共的使用」をめぐるカ

ントの議論に見定めてそれを従来の解釈から解放してみたい10。つまり、「理性の公共的使

用」を十全に機能させることで「啓蒙」を進捗させ国家のパターナリズムへの退行をかろ

うじて阻止できる可能性を見出せるのではないかと思う。そこで問題は、「公共的使用」

を十全に機能させることのできる条件とは何であるのかということに集約される。こうし

た条件が充たされて「公共的使用」が十全に機能したとき、そのときはじめて「制度化」

に服従する者のみが「制度化」を十全に操作できることになって、シェーンリッヒのいう

ラディカル・デモクラシー的な「制度化の制度化」も可能となろう。次節では、「理性の

公共的使用」に関するカントの議論を取り上げてみたい。 

 

 

４：「理性の私的使用」と「理性の公共的使用」 

 

 『啓蒙とは何か』においてカントは、「理性使用」を「私的使用」と「公共的使用」に

区別した上で両者について次のように説明する。 
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「（…）理性の公共的使用はつねに自由でならなければならず、この公共的使用のみが人々の間

に啓蒙を実現できる。しかし、理性の私的使用は時として著しく制限されることがあってもかま

わないが、そうであるからといって啓蒙の進展が特に妨げられるわけではない。そして私は、自

己自身の理性の公共的使用を、ある人が学者として読書世界の公衆全体を前にして行う理性の使

用と理解する。［それに対して］私が私的使用とよぶのは、ある人が委託されている市民的地位

あるいは官職において行うことの許される理性の使用のことである。さて、コモンウェルスの関

心事となる多くの業務ではある種の機構を必要としており、そうした機構によってコモンウェル

スのいくらかの構成員は、政府による作為的合意を通して公的目的に向けられているか、あるい

は少なくともこの目的を損なわないようにするために、もっぱら受動的な態度を取らざるをえな

い。もちろんこの場合に論議することは許されず、服従しなければならない。しかし、機構のこ

うした［受動的］部分［となる構成員］が自己自身を同時にコモンウェルス全体の構成員、それ

どころか世界市民的社会の構成員と見なす限り、したがって書物を通して本来の意味における公

衆に語りかける学者の資格においては、その人はもちろん議論することはできるのであって、そ

のことによってこの人が受動的構成員としてその部分に配置されている業務が損なわれること

はない」（Aufklärung,AA,VIII,37）。 

 

この引用から「理性の私的使用」に関して明らかになる論点を析出するとすれば、以下の

通りであろう。 

 

（1）「私的使用」は既存の法や「制度」を自明視してその規則の許容範囲内でそれに従っ

て遂行されるにすぎないので、この場合には「制度」自体やその規則に関して問うこ

とも許容されなければ、それに対する自己反省もなく、その意味で「論議は許されな

い」。しかも、「制度」が政府の目的を実現する手段である限りにおいては、「私的使用」

は政府のコントロールのもとにあってその指示をそのまま受けとめ達成する道具にす

ぎず、この点で理性は既存システムをラディカルに問い返すこともなく「受動的」で

目的合理的な態度に終始することになる。 

（2）「私的使用」だけでは理性は道具的理性にすぎず、それによって啓蒙は進捗しないの

で、「私的使用」の自由は制限されても問題ない。 

（ 3 ）「私 的使用 」の 空間 は「た とえ どれほ ど大 きく ても家 族的 な集 まり 」

（Aufklärung,AA,VIII,37）にすぎず、そこには法や「制度」から排除された異他的な存

在を見出すことはできない。「家族的な集まり」としての「私的使用」の空間ではそも

そも「制度の他者」は認知され得ず、そもそも「私的使用」は「制度」そのものを改

革すると同時に国家を批判し国家の枠組みを超える論理を持ち合わせてもいない。 

 

このように、「私的使用」によっては「制度化の制度化」は全く不可能であり、したがっ

て「理性使用」の転換が要請されることになる。それが「理性の公共的使用」にほかなら

ない。 

同じように「公共的使用」に関して明らかな論点をまとめてみると次のようになろう。 
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（1）「公共的使用」の意義は無制限な批判の自由を持つ公衆の批判に晒されることに見出

され、ここに「われわれの時代は真に批判の時代であり、あらゆるものは批判に晒さ

れなければならない」（KrV,AXI,Anm.）とする批判哲学の基本精神の具体化を確認でき

る。しかも、この「公共的使用」によって法や「制度」そのものが批判の対象となり

両者のあり方が内部から根本的に問い直されることになって両者の構造改革と新たな

第二階の「制度化」への可能性が開かれるわけである。 

（2）理性が「公共的使用」を通して向き合おうとする「本来の公衆、すなわち、世界」 

（Aufklärung,AA,VIII,37）には「私的使用」の「家族的集まり」から排除されていた「他

者」、換言すれば、「制度の他者」が含まれる。したがって、「公共的使用」とは理性が

そうした「制度の他者」に対して取る態度でもあり、それまで見えなかった「他者」、

あるいはむしろ見ようともしなかった「他者」に応答しようとする「道徳的」態度で

もある。「公共的使用」は、この点で明確に他者論的問題構制にもとづいて法や「制度」

の改革の起点となると同時に、「市民社会」の成員としてばかりでなく、さらに「世界

市民社会」の成員としての態度も含んでいるので、原理的に国家の枠組みを越え出て

ゆく。 

 

「理性の公共的使用」について付言すれば、その当時からカントの「公共的（öffentlich）」

の用語法に関してメンデルスゾーンが戸惑いを表明していた 11。しかしそこには

「öffentlich=staatlich」からの構造転換、すなわち、ハーバーマスのいう「公共性の構造転

換」が起きていたのである。したがって、カントによれば、「公共的使用」によってのみ

「制度化の制度化」は推進できて啓蒙は進捗するのであり、また同時に「国家市民

（Staatsbürger）」は「公共的使用」を通してはじめて「公共的」存在となりうるわけであ

る。つまり、「根源的契約」によって利己的個人が直ちに公共的存在に転換するわけでは

ない。ケアスティングの言うように、「［根源的］契約は契約当事者が狼として入場し愛国

者として退場する変身の場ではない」のであって、相変わらずホモ・エコノミクスのまま

である12。しかも、この「公共的使用」という論点でカントの「公共性」の問題とポーコ

ック以来の「共和主義」研究とが交差する。 

 しかしながら、さらになお「理性の公共的使用」を可能にするものは何かという問いが

残されている。この問題を考察する上で注目すべきは、カントが「制度の他者」の問題を

どのように具体的に検討していたのかということである。「制度の他者」に関するカント

の事例研究として「嬰児殺し（Kindesmord）」の事例を上げることができる13。 

 

「ともあれ、死刑に値する犯罪でありながら、立法にはそれに死刑を科す権能があるのかについ

て、なお疑問の余地のあるものが二つある。この犯罪へと誘うのは名誉の感情である。一方は女

性の名誉の感情であり、他方は軍人の名誉の感情であって、しかもそれはその二つの人間集団に

属する誰もが義務とする真の名誉である。一方の犯罪は母親による嬰児殺しであり、他方の犯罪

は戦友殺し、つまり決闘である。―立法は婚姻外の出産の恥辱を取り除くことはできない（…）
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したがってこの場合、人は自然状態にあるので殺人は決して謀殺とよぶべきではないだろうし、

両方ともたしかに処罰すべきではあるが、しかし最高権力によって死刑に処すことはできないよ

うに思われる。婚姻外に生まれてきた嬰児は法律の外部に（というのも、婚姻とは法律にほかな

らないからである）、この嬰児はコモンウェルスにいわば（禁制品のように）密かに持ち込まれ

たのだから、コモンウェルスはそれが生存していることを（正式にはそのように生存すべきでは

なかったのだから）、したがってまた存在しなくなることも無視することができる。しかし未婚

の出産が知られたときの母親の恥辱は法規命令によって消し去ることはできない。（…）―こ

の（刑法の正義に属する）二つの場合で何が合法であるのか。―ここで刑罰の正義は全くの窮

地に陥る。名誉の概念（ここでは妄想ではない）を法律によって無効と宣言して死刑に処すのか、

それともこの犯罪に相応しい死刑を免除するのか、つまり冷酷になるのか、それとも寛大になる

のか。この難問の解決は次のようにはかられる。すなわち、刑罰の正義の定言命法（法律に違反

して他者を殺害すれば、死刑に処さなければならない）はそのままとする。しかし、人民におけ

る名誉という動機は、人々の意図に（客観的には）見合っている処置と（主観的には）一致しそ

うもない。したがって、国家に由来する公的正義は人民に由来する正義から見れば不正義になる。

その責めは、立法（それゆえに市民的体制も）野蛮で啓蒙されないところが残されている限り、

立法が負うことになる」（MS,AA,VI,336f.）。 

 

この事例についてはゲーテの『ファウスト』の中のグレートヒェンの悲劇を思い起こせば

よいだろうが、以上の『道徳の形而上学』の引用からカントがここで「嬰児殺しの母親」

を「制度の他者」の典型として取り上げていることがわかる。したがって、こうした「嬰

児殺しの母親」をめぐる問題状況はまさに「理性の公共的使用」の現場なのである。しか

も、この場合の「名誉の感情」は基本的に「尊厳」の問題に収斂するので

（vgl.MS,AA,VI,363,Anm.）、嬰児殺しをめぐる母親の問題は「尊厳の毀損」のそれにほかな

らない。つまり、未婚の出産と嬰児殺しを現行の刑罰によって裁断して死刑に処すことは

むしろ母親の「尊厳」を毀損することになり、この点をめぐって「国家の正義」ないし「刑

罰の正義」と「人民の正義」とが対立するという事態、すなわち、「国家の正義」を体現

する「法制度」が「制度の他者」を生み出すばかりかさらにそうした存在の尊厳を毀損し

てしまうという事態にカントは問題の核心を見定める。このときカントは「国家の公的正

義」に対して「人民（Volk）」ないし「民衆」が下す「不正義」という判断（カントは「不

正義感覚」とか「不正義感情」などとは限定していないが、カントを離れて言えば、そう

した表現を与えることもできるだろう）を重視して「人民の正義」にもとづいて「制度の

他者」が陥っている法的制度的空白を正しく埋めるために新たに立法する政治的営為の重

要性を強調するわけである。 

 こうした運動全体が「制度化の制度化」であり、その起点となるのが「理性の公共的使

用」なのであって、こうした仕方で「啓蒙」はさらに進捗することになる。つまり、「制

度の他者」とその尊厳の毀損をめぐって「国家の正義」と「人民の正義」の両者が対立す

る場合、カントは後者の「人民の正義」を優先させてはいるが、この「人民の正義」は「理

性の公共的使用」によって問題提起されると理解できよう。そうだとすれば、「国家の正
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義」が現行の法制度として具体化されているのに対して、「人民の正義」は「公共的使用」

によって提起される場合にそうした法制度の形態を取ってはいないので、「人民の正義」

は「正義」という言い回しが与えられてはいるものの、「国家の正義」と同じ「法的」次

元に定位するわけではない。それはむしろ「道徳的」次元に定位する。したがって、「理

性の公共的使用」は「人民の正義」を提起することで眼前の事態に対して否定的に機能し

て断罪するのであり、「国家の正義」を「批判」に晒して「不正義」と判断する根拠を提

供するのであるが、それは何よりもまず「尊厳」の毀損を摘発できる「道徳的」根拠にほ

かならない。しかし、それはそもそも何にもとづくのであろうか。さらにこう問いを進め

得るとすると、これこそが「良心」として解き明かされるのではないかと思う。最終的に

は「良心」が「啓蒙」を推進するエンジンなのである。そこで最後にカントの良心論と、

それに続けてハイデガーの良心論に関して考察してみたい。 

 

 

５：「良心」と「良心の制度化」をめぐるカントとハイデガー 

 

 カントは「良心」について次のように言及している。 

 

「（…）良心とは［道徳］法則が適用されるそれぞれの場合に人間に対してその義務を示し無罪

あるいは有罪を判定する実践理性にほかならない」（MS,AA,VI,400）。 

「人間の内的法廷の意識は（…）良心である」「良心は、人間が逃げ出そうと思っても、影のよ

うにその人につきまとう」「良心の声が聞こえるのを避けることはできない」（MS,AA,VI,437f.）。 

「それゆえに、私が企てようとする行為が正しいという意識は無条件的義務である。ある行為が

そもそも正しいのか不正なのかを判定するのは悟性であって良心ではない。また、あらゆる可能

的行為について、それが正しいのか不正なのかを知ることは必ずしも絶対的に必要なことではな

い。しかしながら、私が企てようとする行為については、私はそれが不正ではないことを判断し

思念しなければならないばかりでなく、それを確信しなければならない。この要求は良心の要請

である（…）。―そこで、良心とは自己自身を裁く道徳的判断力であると定義することもでき

よう」（Rel,AA,VI,185f.）。 

 

すなわち、カントの「内的法廷」ないし「道徳的法廷」としての「良心」では私は「裁判

官」として「裁く」と同時に私は「被告」として「裁かれる」のであり、カント的「良心」

の法廷にあっては「裁く」という能動性だけではなく「裁かれる」という受動性も不可欠

で両者は双対的構造を持つことになるが、それは事後的なスミス的「良心」の構造と比べ

ると、「裁判官」が第三者的位置づけを与えられてはおらず、特にこの点で変則的である

と言える。しかしカントの場合、能動性は「叡智人」に受動性は「現象人」に振り分けら

れ、この「叡智人」と「現象人」との位相の違いを「種的差異」とよぶが、こうした「種

的差異」にもとづいてカントは、「（…）人間の良心は、それが自己矛盾に陥ってはならな

いとすれば、あらゆる義務の場合に（…）自己自身とは異なった他者を自己の行為の裁判
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官と考えなくてはならないであろう」（MS,AA,VI,439）と主張する。これは、カント的「良

心」が自己自身を「裁く」と同時に、自己自身に「裁かれる」というその双対的構造にも

とづいて自己自身を義務づけることでかろうじて「他者性」（あるいは、「他者」を「人格」

として承認する可能性）の次元を開示できることを含意する。この意味でカントにあって

「良心」は同時に、「他者」への通路、しかもきわめて狭隘な通路を開く原点にほかなら

ない。これに関連して注目すべきはカントの「異端審問官」をめぐる議論である。 

 カントによれば、「みずからの法規的信仰の唯一性に固執する」「異端審問官」は「誤っ

ている良心」を持っているのではなく、「良心を欠いている（gewissenlosig）」のであり、そ

れゆえに「本来的には確固とした人間の義務を毀損する危険」（Rel,AA,VI,187）を冒してい

る。つまり、「異端審問官」は「みずからの法規的信仰の唯一性」に固執して自己自身と

は異なった「異端者」という「他者」に対してまさに異他的であるということだけでその

存在する余地さえ認めないので、その判決は本来の「裁く」こととは見なせず、異端裁判

は「他者性」を容認せず「他者」に開かれていないという点でカント的「内的法廷」では

ありえない。したがって、「制度の他者」に対してその存在を認めず応答しようともしな

い存在者はまさに「異端審問官」と同じように「良心を欠いている」のであって、そうし

た存在者は理性を「私的」にしか使用しておらず、時にポッゲや井上達夫のいう「制度的

加害者」にすらなりうるわけである。 

 こうしてみると、「良心」は「理性の公共的使用」の起点に位置づけることができるの

であり、そうであるからこそ「公共的使用」はこれまで見ようともしなかった「他者」を

見出そうとする「道徳的」態度にほかならないわけである。「良心」はその構造的な「種

的差異」に加えて、さらに「裁き」の規準となる「定言命法」の普遍化の手続きを通して

「他者」に開かれた通路をかろうじて確保できるのであり、しかもこのとき「良心」に対

して「他者」は何よりもまず「制度の他者」として立ち現れる、あるいは事態により即し

て表現するとすれば、その尊厳が毀損された「制度の他者」がカント的「良心」にとって

第一の本来的な「他者」なのである。したがって、「理性の公共的使用」を通して「制度

化の制度化」が推進され「啓蒙」が進捗するとすれば、「良心」がその基盤であり推進力

なのであって、エンジンとしての「良心」が欠けていると「制度化の制度化」も推進され

ることはない。 

 さらにこのことと関連して、「良心」が作動しなければ、「国家市民」は「公共的」存在

にはなりえない。つまり、「根源的契約」を介して第一階の「制度化」だけで直ちに「公

共的」存在が成立するのではなく、「根源的契約」を通して「国家制度」が成立したその

「制度」の内部で「良心」が作動することで第二階の「制度化」が遂行されてはじめて「国

家市民」は「公共的」となりうると言えよう。「根源的契約」を通して「国家」が成立し

ても、「制度」を維持するだけであるならば、「制度」を硬直化させて「制度の他者」を再

生産し続けるにせよ、「私的使用」のみで十分だからである。それに対して、「公共的使用」

にもとづく第二階の「制度化」は「制度の他者」に向き合うことから始まる。

「öffentlich=staatlich」から構造転換したカント的「公共的」はこの意味ですぐれて「道徳

的」であり（この点で「公共的使用」には「道徳」と「政治」の独特の緊張関係があり、
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そうだからこそ「道徳」と「政治」のアンチノミーが生じるのである）、さらに「良心」

の「自律的」構造のことを考え合わせるならば、カントの場合に「理性の公共的使用」の

保証を「後見的」な啓蒙専制君主に求めることはありえず、それゆえにペスタロッチのよ

うなパターナリズムに陥ることはない。「啓蒙のアポリア」は反パターナリズムの方向で、

「公共的使用」にもとづくラディカル・デモクラシーによって解消できるのではないかと

思う。たとえ「啓蒙」の進捗が緩慢であり時に不安定さを免れ得ないにしても、「後見人」

に依存することなくみずから思考するしか方途は残されていまい。「理性の公共的使用」

の自由を制限すると「啓蒙」が停滞するので、この自由をいささかでも制限することにカ

ントが強く反対した所以である。 

 こうした「公共的使用」の自由は「言論の自由」や「学問の自由」などの外的自由によ

って支えられることになるが、これら外的自由の核心は結局のところ「良心」が十全に機

能するための外的条件を整える点に見出されるのである。カントの場合、「良心」と「公

共性」はその根底において内的に鋭く切り結ばれており、こう言ってよければ、外的自由

を通して「良心の制度化」が遂行されるとともに、そのプロセス自体が同時に「公共性」

にほかならないのである。この意味でカントにあって「良心」は本来的に「公共的」であ

って、そうした仕方で「良心」によって責任主体としての「人格」も立ち上がることにな

る。 

 それに対して、ハイデガーはこうした「良心」と「公共性」との内的連関を根本的に断

ち切ろうとする。ハイデガーは「良心の学的解釈」について次のように言及している。 

 

「良心を持とうと意志することは、むしろ、現事実的に責めあるものとなる可能性にとっての最

も根源的な実存的前提なのである。呼び声を了解しつつ現存在は、最も固有な自己を、おのれが

選択した存在しうることにもとづいて、おのれの内で行為させる。このようにしてのみ現存在は、

責任あるものとして存在することができるのである」（SZ,288）。 

「良心は、世界内存在の不気味さのうちから発する気遣いの呼び声であって、この呼び声は、現

存在を、最も固有な責めあるものでありうることへと呼び開く。呼びかけに応ずる了解として結

果したのは、良心を持とうと意志することであった」（SZ,289）。 

 

このように「良心の学的解釈」においてハイデガーは、「良心」が責任主体の成立に決定

的な役割を果たしていることを示すが、この点に関してはすでに指摘した通りカントの

「良心」理解と同じである。しかし、ハイデガーは学的に解釈された「良心」の問題を「本

来的／非本来的」というコンテクストに置くことで、「通俗的な良心解釈」をこう批判的

に取り上げる。 

 

「（…）通俗的な良心解釈がこのような学的解釈に対して唱えるかもしれない異論は、次の四つ

である。すなわち、1. 良心は、本質上、批判的機能を持つ、2. 良心は、特定の実行されたもし

くは意志された行為に相関して、そのつど発言する、3. 良心の「声」は、経験に即して見れば、

決して現存在の存在にそれほど根強く関連してはいない、4. 前述の学的解釈は、良心というこ
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の現象のいくつかの根本形式、つまり、「やましい」良心や「やましくない」良心、「叱責する」

良心や「警告する」良心に、何ら考慮を払っていない」（SZ,290）。 

 

カントの「良心」がハイデガーのいう「通俗的解釈」に完全に合致するわけではない。し

かしカントの場合、「良心」は「理性の公共的使用」の問題構制を通して「公共性」と密

接に結びつくことで「道徳と政治のアンチノミー」という仕方で道徳と政治がせめぎ合う

コンテクストに分け入ってゆくことになる。「良心」が「目的の国」を規範的な「理由の

空間」として立ち上げるわけであるが、この「理由の空間」はさらに「根源的契約」を通

して「制度化」される。このとき外的自由という「制度的」な条件も最終的には「良心」

が十全に機能するためのものにほかならない。それゆえに、カント的「良心」はすぐれた

意味で批判的に道徳と政治のコンテクストに連関するので、「通俗的解釈」の提起する異

論の 1.は当然のことながらカントにも当てはまる。異論の 2.も、その現場性および当事者

性の観点からカント的「良心」が「裁判官」と「被告」の双対的構造を取ることを考慮す

れば、カントに妥当しよう。異論の 3.と 4.に関しては、当てはまらないわけではないもの

の、それほど強く当てはまるわけではない。 

 こうしてみると、冒頭で言及したようにハイデガーは、「（…）こうした「公共的良心」

―これこそ世人の声でなくて何であろうか」と指摘して「公共的」であること、すなわ

ち、「公共性」に関して否定的であり、「良心」をこうした「公共性」と切り結ぼうとする

理解を「通俗的」と見なしたのであるが、「公共的良心」とはそうした「通俗的解釈」の

典型にほかならない。それに対してハイデガー自身は、「良心の学的解釈」で「良心」を

固有な自己のあり方と関係づける。「良心」によってのみ、現存在は責任あるものとして

存在することができるわけである。用語法はもちろん異なるものの、「良心」によって責

任主体としての「人格」が成立可能となるというこの点に関してはカントもハイデガーも

ともに同じ事態を読み取っている。これはすでに述べた通りである。しかし、この「責任」

について「何に関して誰に対する責任」であるのかとさらに問い進めてみると、ここでカ

ントとハイデガーは決定的に対立する。カントはその問いを「道徳的／政治的」というコ

ンテクストに置いて「公共性」と関連づけるが、ハイデガーは「本来的／非本来的」のそ

れに置き入れた上で「公共性」を根本的に拒否する。 

 しかしながら、この世界には「制度」と無関係な空間など存在し得ないのではなかろう

か。「理性の公共的使用」を介して「良心」と「公共性」を内的に連関させて理解するカ

ントの観点からすると、「制度」から解放された空間は存在しないので、「他者」も「制度

の他者」として最も先鋭化され、カント的「良心」はそうした「制度の他者」に向き合う

可能性を開示する起点と位置づけられるが、それに比してハイデガー的「良心」はその呼

び声に呼びかけられて最も固有な自己存在へと呼び起こされるにしても、こうした「公共

的」地平から退却して一体どこに向かおうとしているのか、あるいは誰に向き合おうとし

ているのか。たとえカントとハイデガーの両者では「公共的」の意味が異なるのであろう

とも、そう問わざるをえない。 
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カントとハイデガー 

―近世哲学におけるヘノロジーの役割― 

 

福谷 茂（京都大学） 

 

 

はじめに 

 

 カントとハイデガーを比較することはこれまでもさまざまな仕方でおこなわれてきて

いる。それぞれの時間論、さらにはそれを通じて形而上学が両者を比較し対比する場とし

て選ばれることが多かったといえるだろう。もともとカントを形而上学との関係で捉える

こと自体が、少なくともその背景としてハイデガーの（および、ハイデガー自身が踏まえ

ているマックス・ヴントとハイムゼートの）カント研究に由来している以上、これは当然

のことであろう。しかしこの場合、ハイデガーの存在忘却の歴史としての強力な形而上学

概念に引きずられてしまうことは避けがたいことだった。形而上学か、ハイデガー哲学か、

という二者択一として状況が描き出されるのが普通だった。しかしいまこれを反復しつづ

けるのが生産的だとは思われない。ハイデガーそのものが、かつてヴァルター・シュルツ

1が論じたのとはまた別の意味で「哲学史的位置」を改めて測定されねばならないからで

ある。なによりハイデガーの形而上学概念自体に関して、その歴史的被制約性が明らかに

なりつつある。これはカント解釈上きわめて大きな役割を果たし、カント哲学をふところ

深く捉えることを可能としたヴントやハイムゼートにとっての形而上学概念もまたある

特定の形而上学概念を固定したものであったことと同じである。  

 ではどのような観点がありうるか。特に形而上学概念に関してどのような新しい観点が

あるのだろうか。ここではさしあたりカントとハイデガーのどちらにも偏しない中立的な

観点として〈ヘノロジー〉があることを主張したいと考える。ヘノロジーとはオントロジ

ーにかわるいわば新しい形而上学概念である。しかしそれ自体がおそらくいまだ市民権を

得ていない現状にあって、管見ではヘノロジー概念に基づくカントとハイデガーの比較は

まだ試みられていないことだと思われる 2。ヘノロジーの観点ではカントとハイデガーと

はもはや二者択一ではなく、両者ともその形態と達成度とのこされた課題とが平等に問わ

れ、また比較されるべき対象にほかならない。ということは、カントもハイデガーもほか

の近世ないし現代哲学史上の哲学者たちと並んで検討されることを許される個々のケー

ス・スタディの対象として、貫哲学史的な概念であるヘノロジーがとりうる諸形態のうち

にそれぞれが登場してくる、ということにほかならない。こうして〈ヘノロジー〉という

概念の近世哲学史研究上での有用性の提唱という意味をも持たせたいのが本稿の狙いで

あり、そのために注に挙げた諸文献への案内という役割を果たすこことができれば幸いで

ある。  
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１ ヘノロジーとはなにか  

 

 『ヘノロジーとオントロジー』（キュルスゲン） 3、｢形而上学はオントロジーに限られ

るか」（クルバリツィス） 4というような書名や論文名を見かけることからわかるように、

今日の文献においては、〈ヘノロジー〉（henology、Henologie）というタームは形而上学に

おいて〈オントロジー〉というタームと絡み合い、補完しあうものとして一部で使用され

はじめていることはたしかである。しかしまた、まだ定着したとはとても言えないことは、

日本語ではもちろん、英語はもちろんドイツ語でもめったにみかけないことからも明らか

である。また論者によりこの語に帰せられている意味と使命も必ずしも一定していない。

したがってまず必要なのはヘノロジーというターム自体をわれわれがここでどのような

了解のもとに用いようとしているのか、という点の説明だろう。これに関しては、この概

念のポテンシャルを主として近世哲学の理解に役立てることができるというのは私個人

の見通しであり、また責任であることをあらかじめお断りしておきたい。本稿ではこの語

を必要とする状況の必要性と、カント＝ハイデガー問題におけるその有用性、およびヘノ

ロジーという概念の射程を示すと考えられる例を、いわばこの概念の応用範囲を示すため

に挙げることにしたい。  

 ヘノロジーはオントロジーの対立概念というのがなにより基本的な性格である。そこで

まず、ヘノロジーの対立概念であるオントロジーに関するいくつかの事項を確認しておく

ことが必要だろう。最初に共有しておかねばならないのは、そもそも、形而上学とオント

ロジーとは決して相蔽う概念ではない、ということである。〈形而上学〉は古い由緒を持

つ概念であるが、オントロジーのほうは第 2 スコラ哲学によって行われた形而上学の再編

成が生み出した 17 世紀初めの造語である。一言でいえば「存在者 ens」を中心に再編され

純化された形而上学が〈オントロジー〉なのである。言いかえると、オントロジーは近世

初期の哲学的関心と問題状況とを如実に反映しているとともに、またそれによって射程を

あらかじめ制約された概念にほかならない。それがその後の近世の「第 2 スコラ哲学 la 

seconda scolastica」およびそれを継承したヴォルフを頂点とするドイツの講壇哲学において

〈制度〉化されアカデミズムに広く伝播・定着することによって、いわば〈伝統の発明 the 

invention of  tradition〉が達成された、というのがオントロジーというタームが哲学におい

て市民権を得た事情である。かなり雑多な内容を含む〈形而上学〉といういわば緩さを本

領とする概念の、オントロジー＝〈存在論〉というきわめてリジッドなシステムへの変貌

あるいは脱皮が、そしてそれが形而上学の伝統なのだという了解が成立したことが、近世

哲学の成立の背景であり、ライプニッツやカントの思惟にとって背景をなす事情である。

この意味で、デカルトからカントに到る普通の意味での近世哲学史をメイン・ストーリー

だとすれば、そのカウンター・ストーリーがスアレスからバウムガルテンにいたるオント

ロジーの歴史であり、両者が同時にいわば並行して進行したのが近世哲学史なのである 5。

近世の哲学者にとって〈オントロジー〉はまず受容の、ついで超克の対象だった。彼らが

オントロジーに飲み込まれないための拠点が、当時は隠伏的な状態に置かれていたヘノロ

ジーに求められたのである。  
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 こうして現在みられるような、そしてヴントやハイムゼートをはじめ、『存在と時間』

および『カントと形而上学の問題』も例外ではないところの、形而上学とオントロジーと

の同義語化という事態は上に触れたように形而上学に対して、第 2 スコラ哲学、とくにス

アレスによって加えられた〈純化〉によって生じた。これを内容的に捉えるならば、むし

ろ後発のオントロジーによる「形而上学」の〈乗っ取り〉ともいうべき事態が起こったと

いうことにほかならない。それ以前の状況を示すのがピコ・デッラ・ミランドーラの De ente 

et uno であり、タイトルが語るように 1498 年には「存在」と「一」とがそれぞれアリスト

テレス主義者とプラトン主義者との代名詞だったのである。この場合のプラトン主義が実

質的には〈新プラトン主義〉と哲学史家によって呼ばれるようになったものであることは

言うまでもないだろう。これがルネサンスの最終期までの状況なのであり、「一」が見失

われたことこそその後の宗教改革と対抗宗教改革が哲学にもたらしたものである。対抗宗

教改革の哲学的武器であったはずのスアレスの Disputationes metaphysicae が出たのがほぼ

百年後の 1597 年であり、これがスペイン領ネーデルラントを通ってプロテスタント圏ド

イツに伝わり、〈ドイツ講壇形而上学〉（ヴント）を生み出したのである。カントにとって

の形而上学はまさにこれだった。つまり「一」が完全に失われた新形而上学を相手にして、

「一」を蘇らせる試みがカントの哲学なのである。もちろんスピノザも、ライプニッツも

それぞれの意味において、この企てをおこなうことで近世哲学史に登場することになった

のである。  

 この〈純化〉によって失われたものを、つまり「一」を、明示的に取り戻そうとする試

みが 20 世紀の最終局面になって本格的に使われ始めたヘノロジーという概念である。ヘ

ノロジーは語の形としてはオントロジーと同じで、オントロジーが「存在」論であるなら

ば「一」論あるいは「一者」論とでも訳すべきものである。もとより「一」、あるいは「一

と多」が形而上学の核心のひとつであるということは広く承認されていた。しかし、ここ

で言う「ヘノロジー」は「一」あるいは「一と多」の問題が形而上学にとって a problem

ではなく、the problem であるという主張を端的に表現するために使われ始めたタームだ。

そして「一」がとりわけ新プラトン主義のテーマであったため、この主張は新プラトン主

義の解釈と再評価、さらには発展、そして哲学史上の位置付けのやり直しという形をとっ

てくる。例えば Reale6や Beierwaltes7によって、形而上学ははじめから「一」がテーマであ

り、「存在」の問題は二次的・後発的だという形而上学についての別の見方として、パル

メニデスからプロクロス、さらにはクザーヌスまでの視野が拓かれている。またこの観点

からすると、「一」から「存在」へのずれが生起したのはアリストテレスにおいてである

と捉えられることが多いが、それに対しては、Couloubaritsis がアリストテレスそのもので

さえも『自然学』にはヘノロジーのロジックが隠されていることを主張している 8。この

ようにヘノロジーは今まで古代哲学と中世哲学の研究において活用されてきた。それを近

世と現代の哲学にも延伸することができるというのが筆者の主張である（さしあたりカン

トとの関係を持たせるならば、ハイデガーのほかにライプニッツとスピノザがヘノロジー

の視野に入ってくる）。  

 



カントとハイデガー（福谷茂） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.8 2014 

 

144 

 

２ カントとハイデガー  

 

 「一」という点でカント研究者にとって直ちに念頭に浮かぶのは『純粋理性批判』の超

越論的演繹論であろう。ここでのカントは徹底的に統覚の「一 Einheit」と直観の「多 das 

Mannigfaltige」との関係付けという仕方でカテゴリーの演繹という問題を解決しようとし

ている。なぜカントはこのタームを用いて問題を定式化するのかという点は、ヘノロジー

という概念の投入によって新しい証明を与えうる可能性がある。そして演繹論のこの枠組

みは「系列 Reihe」概念を中心として構成された弁証論との対比において「一」優位のそ

のヘノロジカルな性格をもつことを鮮明にとらえることができる。そしてハイデガーが

『存在と時間』の第 2 篇第 6 章で論じる通俗的時間概念は明らかにカントの弁証論でのこ

のような時間概念、あるいは〈系列〉による時間の代置との連関性を密かに持たせて造形

されている。言いかえると、通俗的時間概念と対比されるハイデガー自身の時間概念その

ものは翻ってカントの演繹論を、特にそのヘノロジカルな構造を、背景としているものと

見なければならない。ヘノロジーとオントロジーとの性格の違いを、「一と多」でとらえ

るのか（ヘノロジー）、それとも「系列」でとらえるのか（オントロジー）、という点に煮

詰めることができるというのが私の見方である。そしてカントとハイデガーの連関は「系

列」の排除と「一」の特筆という点にあり、相違は「一」の所在をどこに求めるか、とい

う点にある。  

 近世哲学においてヘノロジーの舞台は一つではない（そしてこの点こそが ens というあ

る特定の対象領域と一体化しているオントロジーとの最大の違いであり、ヘノロジカルな

カントを近世哲学の典型としている所以だ）。が、ここでは便宜上集約的にヘノロジーを

捉えるべき場所として「時間」を取り上げる。カントおよびハイデガーの時間をヘノロジ

カルと呼びうる根拠は、両者ともア・プリオリな仕方での時間の全体化を認めている点に

ある。本質的に全体化しえない系列的時間との対比において（系列の形で全体化すること

によってアンチノミーが生ずるというのがカントの論点だ）、両者とも「ア・プリオリな

形式」あるいは「時間性」ないし「先駆的決意性」として、なんらかの仕方で時間の全体

性を先取りする可能性を認め、しかもそのロジックを「一」が「多」を支配することに究

極させている（カントで言えば『純粋理性批判』の A 版から B 版への「カテゴリーの超越

論的演繹」の書き換えはオントロジーからヘノロジーへの転換の徹底である）。ヘノロジ

ーはハイデガーにおいても活用されているのである。  

 では両者の違いはどこにあるのだろうか。カントの時間は あくまでも統覚の「一」と

直観の「多」との関係において、いわばその中間に成立する。時間は時間秩序であると同

時に感性の形式でもある。時間は自足することができない。それは必ず直観の多という与

件を必要とするのであり、受容性を前提としている。カントにおける〈有限性〉はこの点

に基づく。カントのヘノロジーは能動性と受動性との根本的な絡み合いを捉えるために発

動されている。これに反してハイデガーの時間は、いわば時間そのもののうちに「一」と

「多」が内蔵されており、このこと自体が〈有限性〉だとされる。つまり本来性も非本来

性もすべて時間のうちでのこととして考えられている。時間性と空間性との関係ではなく、
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時間性の内部に回収された形でヘノロジーが現われている。しかしこれはヘノロジーのオ

ントロジー化ともいうべき事態にほかならないのではないだろうか。言いかえると、ハイ

デガーの基礎的存在論ではヘノロジカルな構造そのものがオントロジー化してしまって

いるのではないだろうか。上に見たようにヘノロジーが現われる局面がさまざまにありう

るのが近世的なヘノロジーの特徴だ。これに対してハイデガーではヘノロジーが特定の領

域に閉塞しているようにも見られる。これはヘノロジーのポテンシャルを見逃してしまう

ことになる。次節で触れるライプニッツがモナドの構造において、神と世界の関係におい

て、ヘノロジーを縦横に駆使しているのにくらべ、ハイデガーの場合はある特定局面に限

局しているように見えるのである。これはヘノロジーの成り立つ範囲に関して精密化が行

われていることであるのかもしれないが、同時に近世哲学においてヘノロジーが可能とす

る諸領域間の関係付けという体系的な見通しと構成力とを失うことにもなる。ここにハイ

デガーのその後の歩みを理解するための一つの鍵があると考えられる。カントではヘノロ

ジカルな構造は第 2 批判にも第 3 批判にも、『遺稿 Opus postumum』にも見出され、全体と

してヘノロジーの弁証を遂げているとさえ言いうるのに対し、ハイデガーではヘノロジー

がヘノロジーとしてはついに表に出てこないまま、しかも基礎的存在論という領域に閉塞

している。この点にハイデガー哲学の性格を考えるための格好の材料があるのだろうが、

ここでは触れることができない。  

 

 

３ 近世哲学史とヘノロジー  

 

 上にヘノロジーは近世哲学史解釈において有用であると述べた。ここではその例として

まずライプニッツを取り上げたい 9。このことは同時にハイデガーの場合を照射するはず

である。  

  ライプニッツの神義論にとっては神の意志に二通りが区別されている点がなにより重

要である。なぜこのような区別がなされねばならないのかというと、それはライプニッツ

において神が世界と二通りの仕方で関係しているからである。すなわち、創造される前の

可能世界のうちの最善なものに対する関係と、創造された世界に対する関係との二通りで

ある。可能世界と現実世界はその在り方を異にしている。現実世界は可能世界には含まれ

ていなかったものを含んだ世界である。それゆえ、新しい問題が登場してこざるを得ない。

すなわち、自らが予定し決定し創造した世界にはあらかじめ含まれていなかったものを含

む現実世界＝被造世界を、神は肯定
．．

することができるか、という問題である。これこそ神

義論の隠された半面である。そして神は創造した世界の自由な展開の結果にも責任を持つ

ことを決意した。先行的意志 voluntas antecedens と帰結的意志 voluntas consequens という区

別（La monadologie, §90）はこのことを言わんがためのものだ。神義論は人間が神に問うこ

とであるとともに、神が神に対して行う自問自答である。神が世界を引き受けることが神

にとっての神義論である。神義論とは創造された世界を肯定できるかという問題であり、

それは人間が抱く疑問であるとともに、神自身が問わねばならない課題でもある。創造に
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先立つ、いわば第一の意志は全面的ではあるが、計算の結果に基づいたものであった。そ

れは〈系列〉の集合としての世界に関するものだった。これに反して創造された世界に対

して向けられる肯定は、神がとりわけ人間が生み出す世界の展開された内側に目を向けた

ものである。もしこの肯定が第二の意志として創造された世界に付加されるならば、その

とき被造モナドの世界は再び神に還り神に包まれるということができよう。言いかえると、

神は成長した
．．．．．．

。神は創造が終わるたびに「よし」と肯定の言を発するのである（『創世記』）。

神が「全体同時 totum simul」であるというのは神にとって創造後の
．．．．

全経過を踏まえた〈肯

定〉が始めに
．．．

おこなえた、ということにほかならない。それは可能世界の最善世界として

の、創造以前の選択とはまったく別の事柄であり、別の意志を表すものなのである。〈一〉

の働き方が違う、という点からいえば、〈系列〉としての世界を自らの精神のなかに収め

て可能性として選択する意志がオントロジカルな意志であるとするならば、〈系列〉とし

てではなく〈生命〉として展開された全体を、全体からつまり〈一〉から肯定するこの意

志こそはヘノロジカルな意志
．．．．．．．．．

だということができるだろう。一から発した多を再び一が受

け入れるという、ヘノロジーの論理が神の二つの意志を生み出しているのである。  

 そして第二に、日本の形而上学もヘノロジーによって照らし出される面を持っているこ

とを指摘したい。西田の「場所」は系列の否定であり、行為的直観は一と多の関係そのも

のの論理化である（西田のヘノロジーは「形而上学序論」 10に著しい）。さらにまたプロ

ティノス研究者であった西晋一郎や、「一在愛」の高橋里美、プロティノスおよび『大乗

起信論』をハウプト・テクストとした久松真一の宗教哲学 11は明瞭にヘノロジカルである

が、なかでも高橋里美はもっとも正統派のヘノロジストだと言えよう。同時代に西田や田

邊のような弁証法論者がいたため高橋の哲学もその弁証法批評の面から、あるいはフッサ

ールのもとに学んだという点から現象学との関連でアプローチされることが多かったが、

高橋自身は受け取るべきものは受け取りつつも、自分の立場が弁証法でも現象学でもない

ことを強調している。コーヘンを検討してもヘーゲルを分析しても高橋は最後には「全体」

にたどりつく。この全体がヘノロジーの「一」にほかならない。高橋の時代には存在しな

かったため高橋自身もこの言葉を用いては語っていないが、おそらくは高橋の哲学を特徴

づけるためには最も適当と考えられるのはヘノロジーという概念である。ハイデガーとも

かかわりを持ち、しかもヘノロジーとしての性格をよく表しているのは高橋の時間論だが、

3 篇（「フッセルにおける時間と意識流」「時間論」「時間の意識と意識の時間性」）と

も趣旨は一貫していて時間そのものが「一」に帰一することが主張されるのである。「一」

と「多」との関係の諸相の解明と精緻化がヘノロジーの通時的課題であるとするならば、

高橋の「空零なる絶対無は、あらゆる有を包越する純有なる一者が本来の自己を獲得する

ことによって自己自身を喪失した状態」は一つのピークをなす思考である 12。  

 このように形而上学においてオントロジーとヘノロジーという区別は類型化にとって

便利であるだけではない。ヘノロジーという観点を投入することによって従来オントロジ

ーのもとにいわば隠されていた、あるいはむしろ潜んでいたものを近世哲学において明る

みに出すことができる。たとえば、有と無という対立項自体がオントロジーの制約のもと

にあるにすぎない、というのはヘノロジーがもたらす着眼点である。ヘノロジーは、より
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滔々たるコンテクストのもとで近世哲学とハイデガーをひとつの集約点とする現代哲学

を、そして日本哲学を、捉えなおすことを許す。なによりヘノロジーは、日本哲学を古代

哲学以来のヨーロッパ哲学の流れの対立者ではなく、むしろきわめて正統的な継承者とし

て捉えることを可能とするのである。  

 オントロジーとヘノロジー両者の違いを根本的にいえば、もしオントロジーが「何故に

無ではなく有が存在するのか」を問題とするのであるならば、ヘノロジーは「何故に一の

みが存在するのではなく多もまた存在するのか」か、を問題とするという点だと要約する

ことができよう（ちなみに高橋は後者の問いに答えている13）。本稿では触れることがで

きなかったが、この相違点はさらに多くの説明を必要とする含蓄の深いものである。後考

を期したい。  
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