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―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
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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
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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」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
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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
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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、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。 
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 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
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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
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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



存在の悲哀と無の慈しみ（嶺秀樹） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.8 2014 

 

78 
 

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
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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



存在の悲哀と無の慈しみ（嶺秀樹） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.8 2014 

 

80 
 

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
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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
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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
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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
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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。 

  

                                                   

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



存在の悲哀と無の慈しみ（嶺秀樹） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.8 2014 

 

85 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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。  
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