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博士論文 アレントの悲劇的政治観                     和田隆之介 

 

はじめに――アレントにおける政治の意義 

  

 われわれが政治を語るうえで念頭に置くのは、自らの生活や社会全体に降りかかる具体的な困難

と、それに対処する方途ではなかろうか。何か問題が生じた場合、他者との話し合いの場がもたれ、

長期に渡って打開し得ない困難が存するに際しては、民主政の機能不全がささやかれるように。こ

の場合政治は、既存の困難とその解決へのプロセスを、その主たる内実としている。その方途は多

様だが、自然科学や社会科学の高度な知見や、日常的・歴史的な経験の集積が、何らかの知恵とな

って困難の解決に寄与すると考えられている。 

 しかしここには重大な問題が孕まれている。このような知見や経験の確かさはどのようにして確

保されるのか。科学的な知が高度な専門化を遂げるにしても、言語を活用する政治の技術は別種の

領域のものであり、それゆえ政治の経験知は伝達し得ない可能性があるというのは古代以来の難問

だが、そもそも古代の知見や経験が時代を超えて伝えられることなどあるのだろうか。過去の知見

や経験が伝えられていないとすれば、われわれは、知っているのに知らない、経験しているのにし

ていないだけではないか――このような懐疑が生じ、政治活動への不信が頭をもたげた途端、われ

われ自身の生と歴史を分かつ境界は消失し、知見や経験が支える実在性は崩壊する。困難の解決へ

の途についているように見えるものの、その方途が見当違いであるか、困難を困難として把握でき

ていないという事態が明らかになる。政治の営みはその足元から揺さぶられるのである。 

 アレントはこのような、過去や未来へと開かれたコミュニケーションの場や、時間を越えて持続

する外的世界の実在性を喪失した事態を「世界疎外」と呼ぶことで、そもそも何が困難であるのか

を把握し得ない現状を指摘した。本稿で提示しようと試みるアレントの政治観は、政治が既存の困

難を解決するプロセスであるというよりも、困難を把握し得ない現状をひとつの困難として理解す

る可能性そのものに関わっており、さらには、前段で述べたような意味での政治の条件となる外的

世界や他者関係の実在性を回復させる可能性にも関わっているというものである。 

 こうしたアレントの政治観を「悲劇」に仮託して提示したのが、古代悲劇研究で知られるJ. P. ユ

ーベンである。彼は古代ギリシャの悲劇、特にソフォクレスのそれと、アレントの著作の試みとの

あいだの類似性を指摘しつつ、極めて示唆に富んだアレント像を提示した。第一にユーベンは、「ギ

リシャ悲劇における緊張と両義性」と題されたJ - P. ヴェルナンの論考における次の記述を参照し、

そこにアレントの活動概念との接点を見る。「悲劇的な枠組みにおいては、活動し（acting）存在す

る行為主体（agent）は二重の性格をもっている。一方は、自分自身と協議し、手段と目的を前も

って勘案するために計算し、最善の選択をすることに存している。もう一方は、未知の、理解しが

たいものに賭けることと、依然として未踏のままである地にあえて踏み込むことに存する」1。他方

でアレントによると、活動する者（actor）は「他者のあいだで他者に関係しながら行動するため、

単に何かを行なう者であるだけでなく、同時に常に受難を被る者（sufferer）でもある」2。ユーベ

ンは、問題を認識し解決する自負を抱いていたものの自らの言動の意味を決して知り得なかったオ

イディプスがもつ両義性は、アレントが現代を規定しているとみなす高度に発達した科学技術の営

                                                   
1 J. Peter Euben, Platonic Noise, Princeton University Press, 2003, pp. 59-60. 引用文はJean-Pierre Vernant and 

Pierre Vidal-Naquet, Tragedy and Myth in Ancient Greece, New York: Zone Books, 1988. 
2 Hanna Arendt, The Human Condition, the University of Chicago Press, 1958, p. 190（以下、HCと略記）、Euben, 

op. cit., p. 60.『人間の条件』の別の箇所では、このような、人間は自分が行なっていることの作者であるというより

その受難者であるという認識が、「自然のなかへと活動し（act into nature）」、自分が何を行なっているのかわからな

いという特徴をもつ現代科学の基礎研究との関連で提示されている（HC, pp. 231-4）。 
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みへの過剰な信頼に対応していると言う。悲劇とアレントの試みはいずれも、人間の活動が予測不

可能なまま拡散して災いをもたらすなかにあって、問題の解決を目指すのではなくその理解

（understanding）を深めることを目的としていた3。アレントはその政治理論を通じて、読み手に

対し、自らが解決不可能な困難に満ちた悲劇的世界を生きていることに気づかせようとしていた、

というわけである4。 

 第二にユーベンは、「ポリスは物理的に位置づけられた都市国家なのではなく、どこにおいてであ

ろうと……活動と会話が共に合わさったところから生じる人々の組織なのである」5というアレント

の言葉を引き、彼女にとって政治の経験の場としてのポリスは、古代ギリシャのみならず現代にお

いても妥当するひとつの「可能性」であるとする。「われわれがポリスへの接近を回復させることが

できるとすれば、活動や権力、政治、自由といった言葉の十全な意味と、それに対応する経験は、

われわれにとってより明確なものとなろう。そしてわれわれがそのような接近を遂げることができ

るのは、この「ポリス」が、物理的実体や科学的で歴史的な外形を伴うというより、現代のよそよ

そしい（inhospitable）条件のもとにおいてさえも恒久的に現前しうる可能性（possibility）にほか

ならないからである。……ポリスとは、現在の政治や理論を鼓舞し、高めるための、創生神話

（generative myth）であるか、記念碑的歴史のようなものであると言えるのかもしれない」6。『革

命について』の末尾でアレントはソフォクレスの詩を引くことで、政治の経験こそが、この世に生

まれないことが何よりもよいことであるとするシレノスの知恵に対抗する役割を担っていると示唆

していた。政治の経験が不在であるなかでわれわれは、そのような物語を提示するアレントの著作

に支えられるのであると、ユーベンは述べる。 

 演劇に関する言葉やイメージに満ちたアレントにおける政治も、先述した「悲劇」の役割を備え

ている。初期のニーチェにとって悲劇とは、シレノスの知恵の目をくらますような暗闇とそれをヴ

ェールで覆った通常の状態の間に自らを差し挟み、観客に対して生の苦悩が孕む深淵に目を向けさ

せると同時にそこから目を背けさせることで、人間の生を救済する役割を備えていた。自由な行為

や生きた言葉の空間であるポリスこそ生に輝きをもたらすのだとするテセウスの言葉を引くアレン

トにとっても、技芸（art）や演劇としての政治は、シレノスの知恵に目を向けさせつつそこから生

を救い出す役割を担っているのである7 

 以上からアレントにとって政治とは、（ⅰ）人々に対して決して知り得ない困難に満ちた悲劇的世

界に目を向けさせ、そうした世界が孕むよそよそしさへの理解を深める悲劇としての役割を担うも

のであり、（ⅱ）生は無意味であるとする精神構造が蔓延する政治を欠いた状況から人間の生を救済

し、その状況を克服するひとつの可能性として現われるものなのである8。本稿でさしあたってわれ

                                                   
3 Euben, op. cit., p. 59. 
4 アレントの著作は、民主政の構成員の政治的洞察力を養うという点でギリシャ悲劇の役割と共通するとの指摘は、

Robert C. Pirro, Hannah Arendt and Politics of Tragedy, Northern Illinois University Press, 2001, chap. 1. ピロー

によれば、ギリシャ悲劇を民主政の教育制度とみなすユーベンのような政治理論家のあいだでは、アレントの影響が

顕著であった（ibid., p. 18）。 
5 HC, p. 198. 
6 Euben, op. cit., pp. 61-2. 
7 ibid., p. 45. 
8 アレントにおける政治の中身を、活動と言論を通じて公的な事柄にたずさわる営みであると解するのは容易だが、

問題なのはかかる政治概念の位置づけである。従来の見解は、これを目的達成のための手段であるとはみなさないこ

とで、アレントは政治を美化し、その機能的な目的を最小化して「芸術のための芸術」ならぬ「政治のための政治」

を擁護しているとする傾向があった。M. ジェイはこれを踏まえたうえで、アレントは、暴力を称賛したソレルのよ

うに明示的な仕方で政治的経験の概念を特権化することはないにしても、政治参加としての経験が疎遠になっている

現状を嘆いていたとみなした。「アレントの著作が示しているのは……公的領域における闘争的な（agonistic）契機

を特権化することによって、それ自体が目的である政治的経験を生み出すことができるということである。その政治

的経験は活動を導く目的を無視している」（Martin Jay, Songs of Experience: Modern American and European 
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われは、このユーベンの所説を議論の端緒としつつ以下の二点を考察したい。第一に悲劇的世界の

理解、つまり自らの活動のうちに決して知り得ない困難が存するということの理解は、どのように

して可能となるのか。第二に、政治が生の無意味性に目を向けさせつつそこから人々を救い出す、

言い換えれば外的世界や他者関係の実在性を回復させる役割を担っているとは、どのような事態な

のかということである。ユーベンが現代の悲劇的世界として念頭に置いていたのは現代科学の領域

であるが9、われわれは第一の問題を、『革命について』で描かれたとされる「悲劇」のうちに見る。

その際、活動する者は他者とのあいだで行動するため常に受難を被ることになるという、先述した

活動に孕まれる両義性を、P. マルケルの論考を通じて確認し、人間の生が実在性を取り戻して政治

の経験が回復される条件を検討する。またわれわれはその条件を、アレントの権力論とポリス論を

通じて把握する。その際ヴェルナンとハイデガーのポリス論を検討することで、アレントにとって

古代ギリシャの政治的経験へと接近する「可能性」としてのポリスが、「現在の政治や理論を鼓舞し、

高めるための、創生神話」となるのは、いかなることであるのかを明らかにする。そうすることで、

アレントにおける政治は、理解と活動の営みを通じて通時的に展開される動態的な構造をもったも

のであることがわかるはずである。 

 さらに第二編では、上述したような悲劇的な政治観がアレントのアウグスティヌス解釈にも現わ

れていることを確認する。悲劇的世界の「理解」のあり方が、アウグスティヌスの諸概念に即して

説明されているのである。しかもそこには、世界を適切に用いることで世界疎外を和らげて、悲劇

的世界を乗り越える方途も示唆されていたのである。 

 第三編では人間の実在性を取り戻す可能性が、その不可能性と絡み合う形で展開していることを

確認する。権力の概念も、実は悲劇的事態をもたらすという点で両義的であり、活動は挫折を宿命

づけられている点にその本質的意義を持つことが明らかにされる。また第一編で提示される、悲劇

の原因であると共にその乗り越えの可能性でもある「始まりの原理」が、晩年のアレントによるハ

イデガー解釈のなかにも胚胎されていることを確認する。 

 

第一編 悲劇と始まり――アレントの「通時的」政治観 

 

第一章 アレントにおける悲劇的政治 

 

先述のようにユーベンによれば、ポリスを範例としたアレントにおける政治は、生の無意味さに

目を向けさせることでそこから人間を救い出す、ソフォクレスが描いたような悲劇としての役割を

有していた。実は、『革命について』という著作が読み手を鼓舞する「悲劇」を提示していたという

見方はヤスパースが書簡で指摘しており、アレント自身もそれを肯定している10。この書簡につき

                                                                                                                                                     
Variations on a Universal Theme, University of California Press, 2005, pp. 176-7）。他方で川崎は、「政治の中心と

しての活動と言論は、常に、何か
・ ・

をめざす活動であり、何か
・ ・

を語る言論であるはず」であるとしつつ、革命において

は共和国の実現が、その実現の後には共和国の維持つまり公的領域や世界の保存が、アレントにおける活動の内容で

あると述べる（川崎修『ハンナ・アレントの政治理論（アレント論集Ⅰ）』岩波書店、2010年、189頁、傍点は原文

による）。われわれはむしろ公的領域、すなわちポリスへと接近する「可能性」に関わることをも、アレントの政治の

内容に含まれるものとみなす。すなわちアレントの試みは、政治それ自体が目的であることを示すというより、政治

を悲劇として提示して読み手に活動の条件への理解を促しつつ、具体的な制度の実現や保存に頼らずして政治的経験

を呼び戻す可能性を示唆する、そうしたプロセス全体が政治の内容を構成することを示す点にあるように思われる。 
9 現代の科学的世界に孕まれる悲劇的構造は、「宇宙空間の征服と身の丈」と題された論考で描かれているように思わ

れるが、その分析は別稿に委ねたい。 
10 「（『革命について』の）全体は究極的には、君の見ているひとつの悲劇のヴィジョンですね。しかしそれは君を絶

望させはしない。それは人間の悲劇というもののひとつの要素なのです」（「K.ヤスパースからH.アーレントへ」（1963

年5月16日））。「……あなたのひとことひとことが、私の考えていたことの核心を衝いているからです。かくも単純
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M. カノヴァンは、自由な国家の創設を試みるも挫折を運命づけられる英雄がその悲劇を構成して

おり、アレントにとってはアメリカ革命がその舞台であったと言う11。アレントは、自然の力に屈

したジャコバンとは対照的に、相互の信頼の力によって自然のなかに人間の世界を構築しようと試

みたアメリカ革命の経験に希望を見たのだが、その経験を保存し後世に伝えるには「最大級の困難」

が伴っていた。革命の経験は悲劇からの解放をもたらしはしない。アレントの政治的著作は人間の

悲劇的な状況を描いてはいるものの、アメリカ革命のような「新しい共和主義」を、政治的活動を

導く青写真として提示することで「参加的ユートピア」を推奨するのではなく、むしろ「結果を作

り出すというよりは、理解し、判断し、賛美する」回顧的な見方を提供したと、カノヴァンは述べ

る。 

アレントの著作は人間が置かれている悲劇的状況への「理解」を促すものであるとする点で、カ

ノヴァンの解釈はユーベンのそれと通底している。この見解を踏まえつつも、アレントの政治概念

に関して強調したいのは、革命の経験、より一般的に言えば政治的実践の経験がもたらす困難と、

その「理解」は相補的なものでなければならないということである。政治を悲劇として捉えるとは、

政治的活動は挫折を運命づけられるがゆえに回顧的な理解や判断が要請されるという、後ろ向きの

態度ではない。政治的実践と出来事の理解は、互いにその存立を可能にしあう緊張関係のうえに成

り立っているのである。以下でわれわれは、政治的活動がもたらす悲劇的状況とその理解が、共に

悲劇的世界を克服する契機となっていることを明らかにしたい。 

 

1. 『革命について』における悲劇 

 

 カノヴァンによって示唆されたアメリカ革命の悲劇の内実を、アレントの叙述にならって見てみ

よう。アレントによればジェファーソンは、新しいことを始める革命精神と持続的な制度の創設と

のあいだのジレンマに頭を悩ませていた。「創設が革命の目的であり、その終局であるならば、革命

精神は何か新しい物事を始める精神であるだけでなく、何か永続的で持続する物事を開始する精神

であるということになる。すると持続的な制度は、この革命精神を具体化し、新たな成果へと鼓舞

することで、自己破綻へと至ってしまう。それゆえ不幸にも、革命の成果そのものに最も危険で深

刻な脅威を与えるのは、その成果をもたらした革命精神にほかならないということになりそうであ

る」12。「自己破綻」とは、革命精神が制度の創設を達成しつつも、政治活動の自由を実現する空間

である郡区（township）を持続的な制度である憲法に織り込むことができず、逆に革命精神それ自

体が死滅する事態を指している。それによって、活動する者が他者に対して現われ議論する空間が

失われるか、あるいは人民が統治者によって支配されるという、具体的な機関を欠いた民主政の弊

害が顕在化する。まさに「アメリカ革命の影響」によって「革命精神が死滅し始めた」のである13。

アレントはこのような事態を、ルイス・マンフォードの言葉を借りて「悲劇的失策」であると表現

し、「創設者のなかでジェファーソンだけが、この悲劇を明確に予感していた」と述べたのであった
14。 

 この「悲劇」は単なる修辞以上の重みをもっており、アレントの政治観の枢要な部分へと迫る糸

口を与えてくれている。すなわちここでは革命の経験それ自体が、不可避的に悲劇をもたらすもの

                                                                                                                                                     
で偉大なことを賭けての勝負であったがゆえに、喜ばしく、心があたたまる悲劇」（「H.アーレントからK.ヤスパース

へ」（5月25日））（『アーレント＝ヤスパース往復書簡・3』Lケーラー、H.ザーナー編、大島かおり訳、みすず書房、

2004年、46、49頁、括弧内の補足は引用者）。この書簡の評価については、Pirro, op. cit., pp. 28-33を参照。 
11 マーガレット・カノヴァン『アレント政治思想の再解釈』寺島俊穂、伊藤洋典訳、未来社、2004年、321-3頁。 
12 Arendt, On Revolution, Penguin Books, [1963] 1990, p. 232（以下ORと略記）。 
13 OR, p. 239. 
14 OR, p. 235. 
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として描かれており、活動する者（actor）は単に何かを行なう者であるだけでなく、同時に常に受

難を被る者（suffer）でもあるというアレントの悲劇的な政治の観念が、アメリカ革命をとおして

語られているように思われるのである。以下で見るように、それは出生を範例とした「始まり」の

概念と密接に関わっている。 

 新たに物事を「始める」革命の精神についてアレントは、これは「もともと大西洋の両側で、革

命にかかわる人々を鼓舞した原理」であったと述べ15、また別の箇所でこの「原理」は、「始まり」

と同時に現われるものであるとしている。「始めることとしての活動（the act of beginning）をそ

の恣意性から救うのは、その活動がそれ自身のなかに、その活動の原理をたずさえているというこ

とである。それをもっと正確に言うと、始めることと原理、principium（始めること、始まり）と

原理、は互いに関連しているだけでなく、同時的であるということである。始まり（the beginning）

はその妥当性を絶対者から引き出す必要があり、その絶対者は、あたかも始まりに内在する恣意性

から始まりを救う、そうした絶対者は、始まりと共に世界に現われる原理にほかならない。始める

者（beginner）が、何であれ自らが意図することを開始する道筋は、その企てに参加してその企て

の達成をもたらすために始める者に加わった人たちのための、活動の法を定立する。そのようなも

のとして、原理はその後に続く行為を鼓舞し、活動が続く限り現われたままでいるのである」16。 

「絶対者」として念頭に置かれているのは、宇宙の起源に存する創造神とは区別される、始まり

の行為そのものに存する絶対者である17。アレントは、アメリカ革命に見られる、物事を始める行

為それ自体、あるいはアウグスティヌスに見られる、始めることの能力を出生と結びつける思想を、

伝統の起源へとさかのぼって結びつく（religare）ローマ的な創設の精神に対置させる。ヴェルギ

リウスはその詩のなかで、「世界の潜在的な救済」を「人類が絶えず永遠に自らを再生するという事

実」のうちに見ることによって、「誕生それ自体の神聖性を確証」した。アメリカ革命の人々はこれ

を、「人間は自らが新しい始まりである」ために「新しい始まりをつくる」という「論理的に逆説的

な課題」を表現したものとみなしたのである18。「アメリカ人がヴェルギリウスの詩行を時代の偉大

な秩序（magnus ordo saeclorum）から時代の新しい秩序（novus ordo saeclorum）に変えようと

決意したとき、彼らは、問題はもはや「ローマを再び（Rome anew）」建てることではなく、「新し

いローマ（new Rome）」を創設することである、と認めていたのであり、西洋の政治を永遠の都ロ

ーマの創設にさかのぼって結びつけ、この創設をさらにギリシャとトロイの歴史以前の記憶にさか

のぼって結びつけていた連続の糸は断ち切られて、もはや元に戻すことはできないことを知ってい

たのである」19。 

 このような、人間の出生との関連で理解される絶対者としての始まりの原理が、革命精神として

現われ、ジェファーソンが予感した「悲劇」を構成することになるわけだが、ここで注目すべきは、

アレントがこの原理と始まりの同一性は古代ギリシャにおいても知られていたと指摘している箇所

である。そこでアレントは、始まりも、それに続く活動を鼓舞する原理も、アルケーなる概念で表

現されていたと言い、「プラトンほど、この一致の奥深い意味を、美しく簡潔に表現している詩人や

哲学者は、後世にいない」として、『法律』のなかの一節を次のように訳し直した。「というのも始

まりは、自らの原理を含んでいるために、神でもある。その神は、人々の間に住まいその行為を鼓

舞する限りで、万物を救うのである」20。ところがプラトン本人の記述を参照すると、この始まり

                                                   
15 OR, p. 221. 
16 OR, pp. 212-3, 括弧内の補足は引用者。 
17 OR, pp. 204-6. 
18 OR, p. 211. 
19 OR, p. 212. 
20 OR, p. 213, プラトン『法律』、6巻775。 
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と原理の一致の「奥深い意味」が語られる際に用いられる喩えは、思いのほか卑近なものであるこ

とがわかる。プラトンは、結婚して子供を授かろうとする夫婦は「いつにもまして正気であること

がふさわしい」として、次のように言っていた。「酒に酔った人は、心身ともに狂っていて、自分自

身があらゆる方向へもって行かれたり、行ったりする。それゆえ酩酊者は種を蒔くのがでたらめで

もあり、下手でもあって、その結果、おそらくでき損ないで信頼のおけない、性格も身体も真直ぐ

でない子供を生むであろう」21。 

プラトンの語る例が示しているのは、子は両親の行いがもたらす強制力から逃れられないという、

悲劇的とも言うべき事態である。つまり「始める者が……（後に）加わった人たちのための活動の

法を定立する」ように原理は活動を鼓舞するという事態が、ここでは「始める者」による出産とそ

の子のあいだに働く運命的な呪縛の観点から説明されている。アレントがこれについて無自覚でな

かったということは、直後に記されている次の文章から伺える。「始めることと原理を同一視する洞

察のおかげでハリントンは――彼は間違いなくアウグスティヌスを知らず、プラトンの一節につい

ても意識していなかったであろうが――次のような確信を得ることができた。「真直ぐに生まれ、そ

の後一度でもねじ曲がったコモンウェルスの例を、誰も示すことができないように、ねじ曲がって

生まれ、その後一度でも真直ぐになったコモンウェルスの例を、誰も示すことはできないだろう」」
22。 

 これらの出産の喩えが単なる比喩以上の意味を含んでいるように思われるのは、先に見たジェフ

ァーソンの苦悩が、世代（generation）を超えた革命精神の持続の可否に関わっているからである。

ジェファーソンが、持続的な制度としての憲法を触れることもできないほど神聖なものとみなす

人々に敵意をもっていたのは、「自分の世代だけが「再び世界を始める」権力をもつという不正な考

えに対して、憤慨していたから」である。そうした「死後へと及ぶ統治」は、彼にとって明らかな

うぬぼれであった23。後世の人間は、自らのコモンウェルスが真直ぐであるかねじ曲がっているか

も定かでないまま、革命精神が創出した持続的な制度による呪縛のもとで、「再び世界を始める」権

力をもたなければならないのである。 

アレントは晩年の著作である『精神の生活』（第二巻、意志）の末尾で、アウグスティヌスの言う

「出生にもとづいた始めることの能力」は、人間は「誕生することによって自由たるべく

運命づけられている
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

、ということしか語っていない」「不透明な」ものであると指摘したのだが24、

始まりの原理が孕む上述した困難は、この種の不透明さを予示するものである25。創造神へとさか

のぼって結びつく連続の糸が断ち切られ、互いに時間的に切り離された諸々の世代において人間は、

その世代ごとに絶対者としての始まりの原理を引き受けることによって「自由たるべく運命づけら

                                                   
21 『法律』、775d、森他訳、岩波文庫、2007年。 
22 OR, p. 213. 
23 OR, p. 233. 
24 Arendt, The Life of the mind, Vol.2, Willing, Harcourt, [1971] 1981, p. 217、強調は原文による（以下、Vol.1, 

ThinkingをLM I、Vol.2, WillingをLMIIと略記）。 
25 ホーニッグは、『精神の生活』のこの箇所で出生がもたらす「袋小路」を打開する能力として判断力が挙げられて

いたことに注意しつつ、『革命について』でもこの問題意識は共通していると述べる（Bonnie Honig, "Declarations of 

Independence: Arendt and Derrida on the Problem of Founding a Republic," [1993] in Hannah Arendt: Critical 
Assessments of Leading Political Philosophers, Vol.Ⅱ, ed. Garrath Williams, Routledge, 2006, pp. 215-6（以下CA

と略記））。ホーニッグによれば『革命について』のアレントは、過去に根をもたないがゆえに正統性のないアメリカ

革命のような出来事を「寓話」として蘇らせ、新たな政治の可能性を開いた。その寓話に表現を与える者こそ、判断

力の担い手である観察者（アレント自身）にほかならない。つまりアレントはこの書で、出生がもたらす「袋小路」

を打開する道筋をすでに提示していたのである。これは、アレントが革命を判断力によって回顧的に捉えようとして

いたとするカノヴァンの見解に棹差すものであると言えよう。 
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れる」存在へと留まるほかない26。やはり政治活動への不信が頭をもたげるのである。このように

『革命について』という著作には、革命の経験を保存し後世に伝える困難が悲劇として表現されて

いるだけでなく、活動を鼓舞する絶対者としての始まりの原理が、かかる困難を不可避的にもたら

すものとして提示されている。しかしそうとはいえ、同時に悲劇的世界を克服する方途を示してく

れるのも、この「万物を救う」神としての始まりの原理なのである。以下でわれわれはこのことを

示すため、まずアレントの出生思想の意義を明らかにし、次いでこの「始まり」なる概念の内実と

その政治的意義を検討したい。 

 

2. 出生思想の政治的意義――F. コランの所説を手がかりとして 

 

 出生をはじめとする私的領域の営みを政治との関連でいかに評価するかを巡って、そもそもアレ

ントにとってプラトンの『法律』は、自らが描くポリス的な生の価値を際立たせる役割を担うこと

が多かった。58年の論考「歴史の概念」でアレントが指摘したのは、古代ギリシャの叙事詩や悲劇

が、持続性のない行いや言葉がもたらす不死の名声に、人間の活動力のはかなさに対する逆説的な

解決を担わせていたのに対して、『法律』におけるプラトンは、不死の名声を得ようとする願望を「子

をもうける自然の欲望」と同じ水準で考察していた、ということであった。プラトンによれば、名

声を通じて不死性に与ろうとする願望は、人間が「子々孫々を後に遺し、永久に続く生成

（sempiternal becoming）とひとつになることによって不死なるものになるときにも、同様に充た

されうる」27のである。『人間の条件』のなかでアレントは、人間はその行いや言葉を通じて始める

者になるとしたのだが、「歴史の概念」で提示されているプラトンの見解では、子をもうけるという

自然の欲望、あるいは「永久に続く生成」に、始まりの契機が解消されているということになる。

つまりここでは、私的領域に関するプラトンの思想が悲劇と対置されている28。ところが『革命に

                                                   
26 川﨑によれば『革命について』のなかでアレントは、「始まり」をその恣意性から救うはずの「原理」は結局のと

ころ正統性を持ち得ないことを示唆しており、それゆえにその書は、正統性を欠く絶対的始まりの問題を人間の条件

として正面から受け止めるべきであるとの含意をもっていることになる。他方で、人間は「自由たるべく運命づけら

れている」とする『精神の生活』に至ってアレントは、始まりと原理の同一性が「始まり」を恣意性から救うという

かつてのテーゼを放棄し、始まりの能力を救う能力としての判断力を提示した（川﨑、前掲書、198-204頁）。これに

対して石田は、『精神の生活』においても依然として「原理」なる概念が提示されている点を踏まえ、「始まり」と「原

理」の結びつきは晩年においても廃棄されていなかったと見て、次のような仕方で「始まり」がもつ恣意性の問題を

解決する。「「始まり＝原理」として「新しいローマ」を「創設」しようとする政治的投企は、それ自体がすでに
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

古代

ローマ的「権威」概念の受肉化であって、「ローマを新たに」反復させる試みであること、を意味している。要するに、

古代ローマの直接的な再生が近代アメリカであるということではなくて、「始まり＝原理」とする古代ローマの「権威」

モデルがアメリカ革命の中で範例として息づいている……」（石田雅樹『公共性の冒険――ハンナ・アーレントと《祝

祭》の政治学』勁草書房、2009年、200頁、傍点は原文による）。そのうえで、始まり＝原理の同一性の意義を判断

力論に資するかたちで提示している。われわれは、始まりと原理の結びつきは晩年においても廃棄されなかったと見

る点では石田の立場に立つ。ここでは、人間は誕生によって「自由たるべく運命づけられている」という、アウグス

ティヌスについての解釈は、『革命について』に既に孕まれていた問題であると考えることで、ともすれば見過ごされ

がちな、始まりの原理と、通時的な世代の連鎖を構成する出生とのあいだの緊張関係を強調する。 
27 Arendt, Between Past and Future, Penguin Books, 1993, p. 46, （以下BPFと略記）。  
28岩田はこのようなアレントの見解とは対照的に、むしろプラトンの『法律』のなかにソフォクレスの悲劇観の反映

を見て、次のように論を締めくくる。「悲劇とは、ソフォクレス自身の断片が語るように、狂気であり、無秩序（ajkosmiva）
であり、コスモスからの脱落である以上、悲劇的人間とは幻を食む睡眠者なのである。主体の巨大化とは睡眠の深化

である。それ故にこそ、「火災よりもなお一層ヒュブリスを消さねばならない」のである。プラトンは生涯の思索を次

のような思想で結んだ。自分を支配するものなど要らないと考えて、ヒュブリスで魂を燃やす者は、愚昧な大衆には

一応の人物らしくみえるが、いくらもたたぬうちに当然の報いを受け、再び建て直すことができないほど自分を壊し

てしまう。というのは、人間が万物の尺度なのではなくて、神が万物の尺度であるからだ、と。オイディプスを通し

て語るソフォクレスの運命愛も、その内容をいかに解釈するにもせよ、人間ではなく神が万物の尺度である、という

このプラトンの言葉に集約される、「存在」への聴従にほかならなかった」（岩田靖夫「自由と運命――ソフォクレス
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ついて』のアレントは、始まりの契機としての革命精神が、世代の連鎖つまり「永久に続く生成」

に解消される事態を、プラトンの見解に依拠して描くことで、人間の活動力の「はかなさ」に「不

死の名声」を与え、それを「悲劇」として表現したかのようである。 

また59年の論考「権威とは何か」では、『法律』において家政の主人（despot）は、いまだ自由

を知らない、本性からして自由を得られない人々を支配する者であるとされていたことを指摘して、

「あたかもプラトンは次のように言っているかのようだ」と言う。「私の法律、君の新しい主人は、

君が以前から正当に享受していたものを何ひとつ奪おうとはしない。私の法律は人間事象の本性そ

のものに適っており、奴隷がその主に反抗する権利をもたないように、君は法律による支配に反抗

する権利をもたない」29。アレントはここで、プラトンが主人を、ポリスの自由をすでに知ってい

る人々を不自由な仕方で支配する僭主（tyrant）と対比させていることを指摘している。先述した

両親と子を、ここで言う主人と被支配者（奴隷）に対応させるならば、家政はそもそも自由／不自

由という対立が成り立たない、完全に自由であると同時に不自由な領域であるとされていることが

伺える。先述した、出生によって自由が運命づけられるという観念の影を、ここに見ることができ

よう。 

プラトンのこれらの叙述には、アウグスティヌスやヴェルギリウスの出生の思想にもとづいて新

たなローマの創始を試みたアメリカ革命の逢着した困難が、形を変えて現われている。しかしなが

らそれは、『革命について』のアレントが、出生と始まりに関するプラトンの見解に賛同し、後世に

おいて出来事を俯瞰する立場から、革命が挫折する不可避性を提示したということを意味しない。

アレントのプラトンに対する評価が曖昧さをもつことの原因は、プラトンに対する評価の変遷とい

うより、彼女の出生の概念に孕まれる曖昧さに存しているように思われるからである。 

 フランソワーズ・コランはその著において、アレントが私的領域と公的領域、より具体的には家

政において遂行される生命（zoê）の再生産と、アゴラに見られる人間的な、ビオス（bios）として

の実践とのあいだの伝統的な二分法に依拠しつつも、その一方で、出生の事実に自然過程へと割っ

て入る政治的な役割を与えていると述べ、彼女の出生概念が孕む「両義性（ambiguïté）」を指摘す

る30。アレントは、出生が原初的で還元不能な性質をもち、生命の再生産と生命過程の遮断に同時

にかかわっていることを指摘しつつも、そのことがもつ意義を十分に発展させることができなかっ

た。そこでコランは、出生の政治的意義を次の二方面へと展開することで、アレントの言う政治は、

共通世界の秩序が後世へと継承されるなかで構成される通時的・隔時的な（diachronique）営みで

あるとした。 

 第一にコランは、原初において「与えられていること」としての事実的な誕生と、現在の自己に

ついての意識をもたらす超越論的な誕生とを区別する現象学の延長に、アレントの出生思想を位置

づける31。アレントは、人間は自己の誕生が同時的（contemporaine）ではないという「意識のず

れ（décalage）」をその経験の本質に見る点で、現象学と前提を共有する。しかしコランによれば、

アレントの思想の特異性は、新たに生まれる他者から自己の誕生の兆し（annonce）を得て、自己

                                                                                                                                                     
の悲劇的人間像」（1961年）『神の痕跡――ハイデガーとレヴィナス』岩波書店、1990年、51-2頁）。われわれが本

稿で「悲劇的世界」と言う際には、「神が万物の尺度である」という観念をもその特徴に含めており、後述のように、

アレントはそのような悲劇的世界の克服を模索していたと考える。 
29 BPF, p. 290, n. 8. 
30 Françoise Collin, L'homme est-il devenu superflu? Hannah Arendt, Édition Odile Jacob, 1999, pp. 190-1. 尚こ

れが論じられている章の縮約・英訳版は "Birth as Praxis" と題されてThe Judge and the Spectator: Hannah 

Arendt's Political Philosophy, Joke J. Hermsen & Dana R. Villa [eds.], Peeters, 1999, pp. 97-110, に掲載されてい

る。 
31 Collin, op. cit., p. 198. 
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の存在の「奇跡」を再び始める存在としての人間を描いた点に存している32。「誕生の新しさは無か

らの創造ではない。誕生とは「与えられていること・贈与」（donation）であるか、より正確に言

えば所与のもの（donné）なのだが、その所与のものは制限や障害という意味をもたない。所与の

ものはそれ自体が、始めることの素材と源泉なのである。……あるいはまた自由とは、自由が言わ

ばそこから身を引き離すべき誕生の事実性に対抗する自由なのではない。自由とは誕生なのである。

生物学的なものは伝記的なものから最初のものを取り出すのであって、その逆ではない。ゾーエー

としての生命はビオスとしての生命のうえに構築、構成されるのである」33。 

つまりアレントは、誕生の事実性を他者性や複数性に組み込まれたものとみなすことで、現象学

に見られるような、二番目の超越論的な誕生は最初の事実的な誕生を取り戻す（rachète）という構

図に依拠する二分法、あるいはビオスとゾーエーの伝統的な二分法を乗り越えたのである34。この

ようにしてコランは、アレントが、最初の事実的な誕生と現在の自己とのあいだの「意識のずれ」

を、他者の誕生の事実性、より一般的には「与えられたもの」の事実性と、現在の自己とのあいだ

の「意識のずれ」へと反転させ、自己と、それに先立つ他者の誕生の事実性との時間的「ずれ」を、

自己の実在性そのもの、政治的紐帯を構成する自由そのものとしたところに、その出生思想の特異

性を見たのであった。 

 第二にコランは、アレントの著作には通時的に作用する民主政の可能性が示唆されていたとする。

上述のようにアレントは、「もはや単なる同時性（contemporaneité）に属すのではなく時間性

（temporalité）をも含んだ複数性」35を構成する出生の概念を提示することで、「世代の連鎖

（génération）はポリスでの生にとってしごく固有の現象であり、家庭的・私的領域での生にのみ

属しているというわけではない」36ことを示した。すなわち彼女にとって重要なのは、「世代の連鎖

の「政治的」性格、あるいはより正確に言えば、政治の世代的次元」37なのである。公的領域では

自律した市民として振舞い、私的領域では死と誕生を通じて他律を課されるという、人間が抱える

矛盾についてカントは、子供は自分が生まれることの是非を自ら判断できず、他律のなかに自律の

条件を見出す以上、いかにして自由はその源泉を強制のなかに見出すことができるのかを問うてい

た38。コランによればアレントは、明示的にではないにしてもこのカントの問いを受けつつ、誕生

の事実性が公的領域を構成する自由そのものであるとみなすことで、「民主政が通時的で他律的な地

位を引き受ける諸条件についての根源的な問い」39を提示したのであった。次章で見るように、ポ

リスは、自由を尊重しつつも互いの平等を担保するイソノミアなる観念を備えていたのだが、コラ

ンによればアレントの言う「共通世界」は、その同時性をもったイソノミアが成り立つ領域である

というだけでなく、「もはや存在しない者を含み、いまだ存在しない者をも含んだ」40通時的な領域

である。要するに通時的な民主政とは、世代の連鎖を構成する他者の誕生によって出生の不自由そ

のものが生の実在性となるような、自由と平等の展開なのである。 

このような、誕生と現在の自己とのずれを自由とみなすコランの解釈は、始まりを永久に続く生

                                                   
32 これは『人間の条件』で説明される「もうひとつの誕生（a second birth）」を想起させるものである。「会話と行

為を通じてわれわれは自らを人間世界へと挿入するのだが、この挿入はもうひとつの誕生のようなものである。この

もうひとつの誕生を通じて身体本来の生誕を確証し、自ら引き受ける……。この挿入は、われわれが仲間になろうと

望む他者の現前によって促される……」（HC. pp, 176-7）。 
33 Colin, op. cit., p. 202. 
34 ibid., p. 203. 
35 ibid., p. 204. 
36 ibid., p. 216. 
37 ibid., p. 208. 
38 ibid., pp. 208-9. 
39 ibid., p. 209. 
40 ibid., p. 216. 
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成へと解消させ、家政での不自由に自由を僭称させるプラトンの見解を、言わば逆手に取ることで、

そこに通時的な民主政を成立させる糸口を与えてくれるものである。そうであれば『革命について』

のアレントは、『法律』における「神」を援用しつつ始まりの原理を提示して、悲劇的世界が不可避

であることを示唆しただけでなく、その始まりの原理が通時的な民主政を成立させ、自由の空間が

世代を超えて持続する可能性をも、その「悲劇」のなかに忍ばせておいたと見ることもできるはず

である。以下でわれわれはこの可能性の条件を、P. マルケルの著作を通じて明らかにしたい。 

 

3. 可能性としての始まり――P. マルケルの所説を手がかりとして 

 

「人民の支配：アレント、アルケー、デモクラシー」と題された論考においてマルケルは、誕生

の契機の重要性は自発的な創造とのつながりに存するのではなく、与えられていること（givenness）

を範例とすることのうちに存するというコランの見解41を踏まえつつ、以下で見る「同調

（attunement）」と「応答（response）」という別個の作用を「始まり」を構成する契機として提

示することで、通時的な民主政が成り立つ可能性をさらに精緻な仕方で展開した。第一に「同調」

とは、予期し得ず、取り消し得ない出来事に対する行為者の実践的なかかわり（engagement）を

指す。人間の行為と受難、その新たな可能性（possibility）は、すべて人間の意図を超え出て行く

ため、全体主義を含むあらゆる現実の出来事は予期し得ないものであるとする「理解と政治」の記

述42を参照してマルケルは、ある事柄の可能態（possibility）から現実態（actuality）への移行を、

アレントにおける「始まり」の契機として提示した43。この見方は、既成の秩序に割って入る

（interrupts）活動を「始まり」の契機とする見解44とは異なり、あらゆる出来事はいかに事前に確

信をもとうと予期し得ないものであるという前提に立ちつつ、すでに
・ ・ ・

生じた出来事（現実態）と、

いまだ
・ ・ ・

生じずに留まる可能性（可能態）との差異を「始まり」の契機として強調するものである。

この契機を構成するのが、行為者による出来事への同調にほかならない。言わば人間の営みの新た

な可能性が、同調を通じて絶えず展開していくのである。 

第二に「応答」とは、予期し得ず、取り消し得ない出来事を、新たな「始まり」として自らの実

存へと呼び込む作用を指す。彼は『人間の条件』における次の一文、「実在性についての人間の感覚

は、人間の存在という完全に受動的に与えられていること（givenness）を現実化（actualize）す

るよう要求するのだが、それは、その与えられていることを変えるためではなく、さもなければど

のみち受動的に被るはずのことを明確にし、十全な実存へと呼び込むためである」45を取り上げ、

                                                   
41 Patchen Markell, "The Role of the People: Arendt, Archê, and Democracy," in Politics in Dark Times 
Encounters with Hannah Arendt, ed. Seyla Benhabib, Cambridge University Press, 2010, p. 70, n. 34. 
42 Arendt, “Understanding and Politics (The Difficulties of Understanding),” in Essays in Understanding 
1930-1954, Schocken Books 1994, p. 320. 
43 Markell, op. cit., pp. 67-8. 
44 マルケルがその例として挙げるのはR. ベイナーの論考 "Action, Natality, and Citizenship: Hannah Arendt's 

Concept of Freedom" である（ibid., p. 66, n. 23）。ベイナーはここで「あらゆる新しい開始が世界のなかに「無限に

非蓋然的なもの」として割って入るということは、新しい開始の本性」であり、この無限に非蓋然的なものに満ちた

現実の事物は「奇蹟にもとづいている」というアレントの見解を引いて、奇跡的なものをなす能力としての自由の問

題は、カントによって提起された、「絶対的な開始」と、断ち切ることのできない時間の連続性とのあいだのパラドッ

クスを受け継いだものであるとみなしていた（Z. A ペルチンスキー他編『自由論の系譜――政治哲学における自由の

観念』飯島昇蔵他訳、行人社、1987年、436-7頁）。これとは対照的にマルケルは、現実態と可能態との差異を始ま

りの契機とみなすことで、アリストテレスとの接点を強調するのである。 
45 HC, p. 208. 
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この「受動的に与えられていること」を現実化するという構図に、可能態を現実化するというアリ

ストテレスの枠組みを見る。マルケルによればこの「どのみち受動的に被るはずのこと」なるフレ

ーズは、活動による応答の対象としての不意の出来事を指しており、すなわちそれは、アレントに

とっての活動の出発点、つまり「始まり」にほかならない。人間は可能態としての「与えられてい

ること」を現実化することで、「受動的に被るはずの」不意の出来事に応答し、それを新たな始まり

として、自らの実存へと呼び込むことができるのである。 

すると、先述した取り消し得ない出来事に対する同調と、この「どのみち受動的に被るはずのこ

と」への応答とのあいだには、「微妙な時間的ねじれ」が存することになる46。すなわち、活動を通

じて出来事の性質へと同調することが、同調と同時に活動の出発点としての始まりの契機となる一

方で、時間的に後に存する応答によって、受動的に被るはずのことを実存へと呼び込むことも、始

まりのもうひとつの契機となっている。言わば「始まり」は、同調と応答という時間的に隔たった

別個の契機から成り立っており、両者のあいだに存する時間的ねじれこそ、始まりを始まりたらし

める当のものなのである。コランにおいては、現在の自己は、時間的に先立つ他者の誕生という事

実性、すなわち「与えられているもの」をとおして自己の誕生の兆しを得ることで、自己の存在の

奇跡を再び始め、通時的・隔時的な共通世界が展開していくとされていたのだが、マルケルにおい

ても同じように、人間は「どのみち受動的に被るはずのこと」に同調しつつ、「与えられているもの」

を現実化することでそれに応答し、時間的に先立つ不意の出来事を実存へと呼び込むことで実在性

の感覚を得るとされている。すなわちコランにおいては、現在の自己と、他者の誕生との時間的ず

れが、政治の世代的次元を構成するのに対して、マルケルにあっては時間的ねじれとして展開する

同調と応答の相互作用が、政治の活動様式（activity）を構成するとされる。「始まりの例に見られ

るように、「活動的（acutual）」であることは、特定の時点で何らかの特質をもつことでも、常にす

でに備わっている可能性を実現することでもない。それは、先へと進むにつれて、ある活動様式や

その可能性を（規則正しく同時に
・ ・ ・

不規則に）作り、作り変えつつ、また応答を要請する出来事への

同調を保持しつつ、その活動様式にたずさわる（engaged）ことである」47。つまり「始まりとは

……最終的に固定される特質ではなく、われわれが――決して完全にではないにしても――始まり

への応答によって現実化するひとつの可能性なのである」48。 

マルケルがアレントの著作に見出す民主政とは、このような可能性としての始まりと、その可能

性を作り出す動態的な活動が、出来事への同調と応答によって展開していく営みなのである。すな

わちそれは、人々が共に活動しつつ出来事へと応答することで出来事を「民主化」し、翻ってそう

した活動によって生じた文脈を通じて、また別の活動に意味が与えられるような、通時的に展開す

る循環構造である。逆にそのような循環がなければ、活動は意味や実在性を欠いた、単なる平板な

行動の過程へと変質してしまう。マルケルによれば、アレントの観点から見た民主政的な活動様式

にとっての最も根源的な脅威は、「諸々の出来事へと応答することの喪失、すなわち活動が意味をな

す文脈の侵食」なのである49。 

活動が無意味なものとなるのを防ぐ作用としてマルケルが強調するのが、「理解」である。彼は先

述した論考「理解と政治」から、次の一文を参照する。「われわれはひとつの出来事を、これまでに

生じたあらゆる事柄の終局や到達としてのみ、すなわち「時間の充溢」としてのみ理解
・ ・

することが

                                                   
46 Markell, op. cit., p. 75. 
47 ibid., p. 78, 強調は原文による。 
48 ibid., p. 77. 
49 ibid., p. 79. 
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できる。われわれは当然のことながら、活動においてのみ、出来事によって創出され変化を被った

一連の状況から先へと進む。すなわちそうした状況の変化をひとつの始まりとして扱うのである」50。

マルケルはここに「理解と活動とのあいだの相補的な関係」が描かれていると言い51、アレントが

注意を喚起する活動力（activity）の次元は、諸々の出来事とその出来事が引き起こす応答とのあい

だの相補性によって規定されるとした52。アレントにとって理解とは、「進歩するか破滅へと向かう

歴史の行程を観想する」作用とは異なる「活動のもうひとつの側面」であり、それによって、新た

に始めることを本質とする活動する者は、すでに生じた取り消し得ない事柄を受け入れることがで

きる53。この理解こそが、同調とともに活動に意味を与える応答の内実を構成しているというわけ

である。 

54年に書かれたこの「理解と政治」は、悲劇的世界の克服の方途をアレントの著作のうちに探る

われわれにとっても示唆に富むものである。アレントはここで、全体主義が人間の思考のカテゴリ

ーや判断基準の崩壊を明るみにしたと指摘する。「まさにわれわれが理解しようと努める――また努

めなければならない――その（全体主義のような）出来事、現象は、理解のための伝統的な道具立

てをわれわれから奪ってしまった」54。こうした、本稿冒頭でも述べたような、自らが行っている

ことを把握し得ない事態を打開するためにアレントは、かような「理解」を試みる「歴史家」の役

割を強調する。2＋2＝4を提示するような、世界や人間の経験から切り離され「所与のもの（given）」

との繋がりを欠いた人間共通の能力としての論理的推論力では、何かを理解することが不可能であ

るのに対して、歴史家は過去を照らす現在の出来事から歴史を過去へと跡付け、その出来事の理解

を試みることができる55。出来事の光は、これまで隠されていた過去に存する始まりを照らし出し、

出来事を構成する具体性を持った諸要素と、「無限に存する抽象的な可能性」との区別を可能にする
56。これまでの文脈に即して言えば、歴史家は、出来事を「時間の充溢」として理解することで、

取り消し得ない出来事と、そこへと至る可能性との差異を提示することができるのである。 

さらに注意したいのは、この歴史家は、本稿冒頭で述べたような、活動する者（actor）が「他者

のあいだで……常に受難を被る者（sufferer）でもある」悲劇的世界を提示する役割を担っている

点である。「歴史家は……あらゆる人間の予期や計算を越え、それらを凌駕する力、一切の実在的な

事物が有する力そのものを経験してきたという意味での、実在性の感覚を持たねばならない。言う

までもなく、このような実在性の他を圧倒する特質は、人間が、互いに同等な仲間内に上手く溶け

込めるか否かにかかわず、偶然や摂理によって此岸での生の苦難へと投げ込まれた一個人に留まり

続けるという事実と結びついている。そのため歴史家は、全人類がこれまで行い受難を被ってきた

事柄に直面し、避け難く適応し、その中へと活動しようと試みるのは、常に一人の孤独な人間であ

るということを心に留めておくのが賢明である」57。歴史上の出来事は、様々な意図や一切の起源

の意味を超え出て行く予期し得ない苦難と新たな可能性を開示する。歴史家は、単に始まりから終

わりへと至る出来事の因果関係を提示するのではなく、この「予期し得ない新しさ」を見つけ、歴

史が、「終わりのない、無数の始まりから成る物語」であることを知っていなければならない。「諸々

の始まりが世代の連鎖を伝って記憶されるべく続いているということは、始まりを本質とする存在

                                                   
50 Arendt, “Understanding and Politics,”op. cit., p. 319, 強調はアレントによる。 
51 Markell, op. cit., p. 75, n. 50. 
52 ibid., p. 79. 
53 Arendt, “Understanding and Politics,”op. cit., pp. 321-2. 
54 ibid., p. 310. 括弧内は引用者による。 
55 ibid., pp. 318-9. 
56 ibid., p. 319, and p. 325, n. 12. 
57 ibid., p. 326, n. 15. 
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者の歴史であるがゆえに決して終わることのない歴史を保証する」58。このような観点から人間は、

思考や判断の基準を欠いていても、始まりをその本質とし、「自らの内に起源を持つ」ことで、出来

事を「理解」することができる。先述の言葉を用いれば歴史家は、通時的に展開する「可能性とし

ての始まり」、あるいは「自己の誕生の兆し」を提示することで、悲劇的世界を克服する可能性を示

唆する者なのである。 

本章ではコランとマルケルの論考を通じて以下の点を把握した。それは、絶対者としての始まり

の原理、可能性としての始まりによって、不意の出来事に同調した行為者は自らが新しい始まりに

なると同時に、その始まりの原理がまた出来事への応答を促すことで、新しい始まりを作る者にも

なるという「逆説的」な事態である。言い換えればそれは、現在の自己と、「与えられたもの」とし

ての他者の誕生や「受動的に被るはずのこと」、といった所与の事実性とのあいだに存する時間的ず

れの顕在化にほかならない。次章では、この時間的ずれが政治の世代的次元を構成する条件をアレ

ントのポリス論のうちに見る。可能性としての始まりによって構成される彼女のポリス論は、革命

精神と持続的な制度とのあいだのジレンマを克服し、悲劇的世界を脱却する道筋を与えてくれるよ

うに思われるのである。 

 

第二章 可能性としてのポリス 

 

本稿の冒頭で見たユーベンの解釈によれば、アレントにとってポリスとは、物理的実体を伴わず、

現代においても現前するひとつの可能性である59。それは、古代ギリシャの市民の経験を現代人に

とって明確にし、古代のポリスへの接近を回復させることで、生の無意味さが蔓延する全体主義的

な精神構造への回答となるべきものであった。本章ではこの可能性としてのポリスの内実を明らか

にするが、その際には前章で見た「始まりの原理」との関係が重要である。『革命について』の末尾

でアレントはソフォクレスの詩を引いて、自由な行為と生きた言葉の空間として人間の生に輝きを

もたらすポリスなる概念を提示したのだが、そこで示唆していたのはアメリカ革命に見られるよう

な、出自の異なる者たちが新たな語り合いを通じて共同体を創設する「始まりの原理」であった60。

またアレントはこの書で、参加型の政治の原型を古代のポリスに求めつつ、その政治の経験を、公

的な場での活動を意味する自由の概念をとおして、アメリカ革命の経験へと結びつけていた61。つ

まり、ユーベンが示唆していた可能性としてのポリスはアメリカ革命においてすでに現前しており、

以下で見るようにそれが現前する条件とは、前章で見た通時的な民主政が成り立つ条件にほかなら

ないのである。本章ではまずアレントの権力論をもとにそのポリス論を検討し、通時的な民主政を

構成する始まりの原理との接点を提示する。次にヴェルナンとハイデガーのポリス論との比較を行

なうことで、この可能性としてのポリスの内実と意義についてさらなる展開を試みたい。 

 

1. アレントのポリス論 

 

先述のように『革命について』のアレントは、古代ギリシャのポリスの特質を公的領域への参加

の自由に見て、それを「始まり」についての議論と結びつけた。「コンドルセや革命にたずさわる者

                                                   
58 ibid., p. 321. 
59 他に、アレントにおけるポリスを、他者と行動を共にする偏在的な可能性、生のリアリティを語ることを可能とす

る物語の始まりと捉える見方として、石田、前掲書、235-40頁。 
60 森川輝一「国無き者をめぐって――アンティゴネーと現代政治思想――」『理想』、第682号、理想社、2009年、

31-2頁。 
61 寺島俊穂『ハンナ・アレントの政治理論――人間的な政治を求めて』ミネルヴァ書房、2006年、166頁。 
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たちは、革命は自由を目指しており、自由の誕生はまったく新しい物語の始まりを綴っていると主

張した……」62。自由は、他者がその活動を見、判断し、記憶している場合にのみ現われ、実現さ

れるため、ポリスのような政治的空間が必要となる。つまり始まりとは、そうした空間で個人の実

存を分節化し、その活動を鼓舞する、政治参加としての自由そのものなのである63。他方でポリス

は平等をその特質としている。アレントはヘロドトスを参照しつつ、イソノミア（無支配）なる観

念によって保証されるこの平等（ijsovthz）は、万人が生まれながらに有している平等とは異なる、
同等者の団体を構成する人々の平等を意味すると述べる64。これは先述した自由と同様に、政治参

加によって受け取るポリスの属性である。このようにポリスは、政治参加としての自由と、誰にも

支配されない同等者のあいだでの平等が、同時に成り立つ空間なのである。 

次に『人間の条件』における、ポリスと権力との関係を見よう。アレントにとって権力は、公的

領域を存続させる潜在力（デュナミス）である。それは、人々が共同で言葉と行為によって関係性

を打ちたて、実在性を開示することによって、現われの空間としてのポリスにおいて現実化

（actualization）される65。本稿冒頭で述べたようにポリスとは、「物理的に位置づけられた都市国

家ではなく、どこにおいてであろうと……活動と会話が共に合わさったところから生じる人々の組

織」66であった。そして「活動のはかない瞬間が過ぎ去ったあとでも人々を共にとどめておくもの

が権力であり（今日われわれが「組織」と呼ぶもの）、また同時に、共同で居つづけることを通じて

人々によって存続が保たれるものもまた権力なのである」67のだから、権力とポリスは相互依存の

関係にあることが伺える。 

またポリスは、活動のはかなさを救うものであるとされている。ポリスのおかげで「活動した人々

は、他者の助けを借りることなく、自分たちの行なった善い行為や悪い行為についての永続する記

憶を確立し、現在と将来にわたる称賛を呼びさますことができるのである」68。その一方でアレン

トは、権力は腐敗するがゆえに現われの空間における活動は不信にさらされていた点を強調し、こ

の短命の権力を現実化して救い出したのがペリクレスのような英雄であったとする。トゥキュディ

デスが伝えるペリクレスの演説は、「人間は、同時的にそしていわば同じひとつの身振りで、自分の

偉大さを演じそして
・ ・ ・

救うことができる、言い換えると、そのような演技（performance）はデュナ

ミスを生むのに十分であり、それを保持して実在性とするのに格別〈制作人〉による物化の変形を

                                                   
62 OR, p. 31. 
63 HC, pp. 175-7. 
64 アレントにおけるイソノミアの概念の重要性については、矢野久美子『ハンナ・アーレント、あるいは政治的思考

の場所』みすず書房、2002年、第2章3。他に石田、前掲書、第6章2。 
65 HC, pp. 198-200.  
66 HC, p. 98. 
67 HC, p. 201, 括弧内はアレント。 
68 HC, p. 197. アレントはまた『人間の条件』のドイツ語版で次のように述べる。「ポリスの組織は……その本質から

して組織化された記憶（Andenken）である。しかしそれは、ローマ人以来回想（Erinnerung）として理解されてき

たものとは異なっている。すなわちこの組織化された記憶において、過去は、時間的な隔りの意識を伴って時間の連

続を通じて思い出される過去なのではなく、時間的に変わらぬ形態、永続する現在のうちに、直接保持されるものな

のである」（Vita activa oder Vom tätigen Leben, Piper München Zürich, [1960] 2002, S. 248-9）。ツァオは、ポリス

の「組織化された記憶」は「現在を拡張するという幻想的な希望」にほかならず、「記憶に対する奇妙な観念」を抱く

ギリシャ人よりもローマ人を評価するアレントの態度がここに現われていると述べる（Roy T. Tsao, "Arendt against 

Athens: Rereading The Human Condition," [2002] in CA, Vol. Ⅲ, p. 376）。しかし後にも述べるように、アレントに

とってのポリスは現在と過去との距離を表現する可能性として現前するため、「永続する現在」のうちに記憶を保持す

るポリスの性質は、「幻想的な希望」などではなく、彼女が評価する生に実在性をもたらす政治のあり方そのものであ

ろう。 
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必要としないという、最大の確信に満ちているのである」69。要するにポリスとは、英雄によって

権力が現実化され、保持される潜在的な場であると同時に、英雄の行いを忘却の淵から救い出すも

のなのである。アレントの描く悲劇が国家を創設する英雄的な意識の挫折を主題としているという

カノヴァンの指摘を踏まえて言えば、ポリスとはその悲劇の舞台にほかならない。 

アレントによれば、演技はデュナミスを生むことで、すなわち権力を現実化することで人間の偉

大さを救うことができるという政治への信念は、アリストテレスの現実態（エネルゲイア、actuality）

なる概念のなかにかろうじて反映されていた。「アリストテレスは、この観念によって、目的を追わ

ず（are ateleis）、作品を残すことなく（no par’ autas erga）、ただ演技そのもののうちにこそ完全

な意味があるすべての活動様式（activities）を指した。逆説的な「目的自体」がそのもともとの意

味を引き出してくるのは、このような完全な現実態の経験からである」70。すなわちペリクレスと

同様にアリストテレスは、恒常的に存するデュナミスがエネルゲイアへと変化するというよりも、

目的としての演技そのもの、すなわちエネルゲイアそれ自体が、潜在力としてのデュナミスを生み

出すと考えたのである71。以上からアレントによって描かれるポリスとは、政治参加や始まりとし

ての自由とイソノミアとしての平等が同時に成り立つ人々の組織であり、先立つ英雄の活動によっ

て権力が現実化されることで存続し、他方で権力の現実化を可能にすることで人間活動のはかなさ

を救う、物理的実体を伴わない潜在的な空間なのである。 

ではこのポリスが可能性として通時的に展開するとは、どのような事態なのか。再びマルケルの

論考を参照しよう。マルケルによればアレントの描く民主政は、「受動的に被るはずのこと」への同

調と応答によって始まりを現実化する営みであったが、これはダンテとアレントによるアリストテ

レス解釈の相違から説明される72。ダンテにおいては、エネルゲイアは完全に発達した状態として

の現実態（actuality）であるとみなされ、それゆえにエネルゲイアに達した君主による支配が強調

されていた。これに対抗してアレントは、エネルゲイアを同一の主体がデュナミスに先立って活動

している状態（activity）であると捉えることで、群衆と君主、従う者となすべきことをすでに知る

者との間の従属関係を解体し、始まりとしての出来事（受動的に被るはずのこと）とそれに応答す

                                                   
69 HC, p. 205, 強調は原文による。 
70 HC, p. 206. 
71 タッサンは次のように述べる。「権力は、権力を暴力の使用から理解し、目的からみた手段とみなすようなありふ

れた枠組みから逃れる。なぜなら権力の現実化は、活動を活動の潜在力から分離することでは決してないからであっ

て、あるいはすでに見たように、アリストテレスの言い方では、エネルゲイア（現実態）は決してデュナミス（潜勢

態）から分離されないからである。結局のところ、権力は政治活動の性質にほかならない。……権力の所産、すなわ

ち協同（concert）としての活動の所産は、権力の所産がその「協同」を現実化する限りでは「活動」そのものであり、

あるいはあえて言うなら、それは権力の所産が、現実化された協議（concertation）である限りで、「活動」そのもの

なのである」（Etienne Tassin, Le trésor perdu: Hannah Arendt, l'intelligence de l'action politique, Payot, 1999, pp. 

499-500）。 
72 先に挙げた一文「実在性についての人間の感覚は……受動的に与えられていることを現実化するよう要求する……」

は、実は「活動」の章の冒頭に掲げられたダンテの『帝政論』（De Monarchia）からのエピグラフ（「（活動によって）

隠された自己が明らかにされないならば、誰も活動しない」）に対するアレントによる解釈を述べたものである。この

議論の詳細につき、Susannah Young-ah Gottlieb, Regions of Sorrow: Anxiety and Messianism in Hannah Arendt 

and W. H. Auden, Stanford University Press, 2003, pp. 161-4, を参照。マルケルの議論はこれを踏まえたものであ

る。ゴットリーブは、活動する者は他者のあいだで行動するため常に受難を被るという活動概念についての記述に注

意を向けつつ、エピグラフにおけるアレントの意図的な「誤訳」を検討する。ゴットリーブによれば、このエピグラ

フを通じてアレントは、活動が、自己を他者に開示する一方で受難をもたらすというふたつの特質を併せ持っている

ことを示そうとしていた。人間は活動する限り不可避的に受難を被る。しかし詩作によって受難が分節化され、不可

避性の理由が明らかにされることで、その事実は堪えうるものとなる。ダンテと、それに並列されたイサク・ディネ

センからのエピグラフ（「どんな悲しみも、物語にするか物語るならば堪えられる」）は、受難によって行為と詩の制

作が結びつくことを示しているのである。 
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る者（活動する者）との相互依存的な関係を強調したのである73。それゆえアレントにとって重要

な問題は、いかにして無から有を生むような人民の自律性や自発性を作り出すかというより、出来

事に対する応答がいかにして確保されるのか、すなわち「われわれがすでに直面している始まりを

いかにして民主化するのか」ということになる。 

すでに見たようにアレントは、活動する者の先立つ演技がデュナミスを創出し、他方でそうした

英雄の行為を支えるのが、デュナミスが現実化される場としてのポリスであるとしていた。マルケ

ルが取り上げる『革命について』の記述にも、活動と応答の循環構造によって始まりが現実化され

る場としての政治空間が示唆されている。「参加すること（engagement）と応答することから生じ

るパターン」は、「ある程度、社会的で政治的な実践や諸制度の所産なのである。そうした実践や制

度は世界についての人々の経験を構成し、媒介する」74。「経験」を通じて、人々は出来事に応答し、

活動へとたずさわることが可能になるのだが、この経験を構成する「実践や諸制度」として念頭に

置かれているのが、ジェファーソンが晩年の書簡で示唆した区制（ward system）、あるいは評議会

（council）である。区制が（圧政からの解放とは区別される政治参加の）自由を保持する道筋を示

すのに役立つとすれば、それは「革命家たちを革命へと駆り立てた、出来事への同調と同種のもの

を維持するために、政治的経験を組織するからである」75。要するにマルケルの言う民主政とは、

世代の異なる者たちが、出来事への同調と応答を通じて、可能性としての始まりを現実化する経験

を維持することにほかならず、それを可能にする制度が区制であり評議会なのである。彼はポリス

や権力という言葉こそ用いないものの、アメリカ革命の経験は、権力が通時的に現実化する場とし

てのポリスの創出を伝えているということを示唆している。 

われわれがこのマルケルの所説を踏まえたうえで強調したいのは、このようなポリスを構成する

のが、前章で見た、後続の世代に自由を運命づける絶対者としての始まりの原理にほかならないと

いうことである。それは『人間の条件』において、政治的領域の自由と平等を成立させる原理とし

て説明されているからである。アレントは「活動」の章の冒頭で、互いに理解し合えるという点で

平等（equal）であり、現在、過去、未来においては互いに異なっているという点で差異（distinction）

をもつという、相反する性質を同時に備えた人間のあり方を「複数性」と呼び、会話や活動を通じ

て人間世界に現われ複数性へと促す原理を「始まりの原理」と呼んでいた。この始まりの原理は、

人類の歴史に留まり、各人が複数性の領域に現われるのを後押ししながら、自由に活動を始めるこ

とを可能にする「始まりの始まり」としての原理という性格をもつ76。コランやマルケルの表現を

借りるならば、この「始まりの原理」は、他者の誕生という所与の事実性と自己の意識とのずれに

                                                   
73 Markell, "The Rule of People," op. cit., pp. 77-8. マルケルが挙げるアリストテレスによる例は以下のものである。

「何ら建築活動をもしたことのない者は建築家であることが不可能であると考えられ、あるいは現に一度も弾琴した

ことのないものは弾琴者ではありえないと考えられる。というわけは、弾琴を学習する者が弾琴を学習するのは、弾

琴することによってだからである」（『形而上学』1049b30-2、出隆訳、岩波書店、1961年）。 
74 Markell, op. cit., p. 80. 
75 ibid., p. 82. 
76 この始まりの原理は、何かの始まりとは区別される原理なのだが、『人間の条件』の英語版ではその違いがやや曖

昧であるのに比して、ドイツ語版ではそれがより明瞭に記されており、歴史の傍らに存する原理としての性格が明確

にされている。「人間が始まりであるところのこの始まり（Anfang）は、誰かある人物のことであり、決して世界の

創造とは一致しない。……始まりによる創造は何かの始原（Beginn）ではない。まず創造があって、そこでその何か

の本質（Wesen）において存在し、生まれ、存続し、消え去っていく何かの始原ではない。そうではなく始まりによ

る創造とは、始めるという能力をそれ自体のうちに有している存在者（Wesens）にとっての始めるということ（das 

Anfangen）にほかならない。それは始まりの始まりであるか、あるいは始めるということそれ自体の始まりなのであ

る。始まりの原理は人間の創造とともに現われる。つまり始まりの原理とは、世界の創造に際してはあたかも神の手

のなかに留まり、また世界の外側にたたずんでいたのだが、人間が存在するあいだは世界のなかに留まるようになり、

世界に内在するに至るものなのである。もちろん結局のところ、このことは誰かとしての人間の創造と自由の創造は

一致するということでしかないのだが」（VA, S. 216）。 
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よって構成される複数性の領域へと促すもの、人間の能力のように「われわれのなかに
・ ・ ・

存するので

はない、人間の実存の基本的構造」77であり、通時的に展開する自由と平等の空間を成立させる原

動力として作用している。 

このように始まりを、何らかの制約を所与のものとしつつも自由と平等の空間としてのポリスを

成立させる原理として想定することで、新しいことを始める革命精神と持続的な制度の創設とのあ

いだのジレンマは後景に退き、代わって、所与の事実性に直面しつつ新しいことを始める経験を把

握する、可能性としてのポリス像が前景へと現われる。マルケルによればアレントは、かかるジレ

ンマは革命の挫折の原因というよりその表れであるとしており、むしろその原因は、革命家たちが

その捉え難い経験を把握するための概念を模索しつつも、「自らの経験を伝え、明確にする……経験

把握の方法」を編み出すことができなかった点に存すると述べていた78。マルケルはこれを踏まえ

たうえで、革命家たちの活動から生じた「解放（自由）の魔力（charms of liberty）」が彼らを捕ら

え、自由の空間を創出させたとするアレントの文章79を引きつつ、政治的自由の経験とは、「活動す

る者たちが自らすでに
・ ・ ・

行なっていることに驚きをもって直面するところから生じるもの」であり、

「革命における新しさの経験は、そうした経験が現われ応答する所与のもの（the given）への忠誠

のようなものを保持している」とし、さらにそれは、民主政の市民的活動へと知らぬ間に巣食う脅

威を見極めるうえで役に立つと述べる80。「自らの経験の特徴を目にし、理解する」ための概念を創

出するのは「思考」であり、アレントはこの「思考と記憶の挫折」こそが革命精神の喪失の一因で

あると見ていたのである81。 

マルケルは悲劇を主題としたわけではない。しかし、ここには前章で見た、革命精神が自由な政

治的参加の形骸化をもたらす「悲劇」の、もうひとつの側面が浮かび上がっている。すなわちこの

悲劇が描くのは、活動を鼓舞する革命精神、絶対者としての始まりの原理が、後の世代へと受け継

がれるなかで新しさへの経験を忘却させる原因になると同時に、活動する者に自らが行なっている

ことを理解させ、どのみち受動的に被るはずのこととして実存へと呼び込むように促す可能性にも

なるという両義的な事態なのである。そこには出生概念の両義性、すなわち人間は、私的領域にお

いては出生という他律を忘却し、同時に公的領域においては出生という事実性を把握することで自

由を構成するという両義性を見ることもできるであろう。したがってこの悲劇は、単に活動する者

が被る受難への回顧的な見方の提示なのではない。悲劇は後世の人間をも巻き込むが、かといって

彼らに制度や権威の確立への不断の抵抗を促すものでもない。それは、受動的に被るはずの不自由

な運命を実存のうちに引き受けることで新たな政治的経験を構成し、自由と平等の空間であるポリ

スを創出する可能性の提示なのである82。 

                                                   
77 Markell, op. cit., p. 69. 強調は原文による。 
78 Patchen. Markell, "The Experience of Action," in Thinking in Dark Times Hannah Arendt on Ethics and 
Politics, ed. Roger Berkowitz, Fordham University Press, 2010, p. 100. マルケルがここで参照するのは、後に『革

命について』の一部となる次の論考である  （“Action and the ‘Pursuit of Happiness,’ ” in Politishe Ordnung und 

Menschliche Existenz, Hrsg.von Alois Dempf, Hannah Arendt, Friedrich Engel-Janosi, C. H. München, 1962, S. 

9-10）。 
79 「革命家たちが自らの能力と「解放（自由）の魔力」への欲求を発見したのは……まさに解放の活動にたずさわっ

ているときにほかならなかった。……（そのような活動を通じて）革命家たちは自ら意図して、あるいは大抵の場合

予想に反して、自由がその魔力をあらわにし、ありありと目に見える実在性に変化することのできる現われの空間を

構成し始めたのである」（OR, p. 33, 括弧内の補足は引用者）。 
80 Markell, "The Experience of Action," p. 101, 強調は原文による。 
81 ibid., p. 102, OR, p. 221. 
82 持続的な制度は何かの始まりであると同時に革命精神の毀損でもあるというジレンマの解決のためホーニッグは、
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2. ヴェルナンとハイデガーのポリス論 

 

 次にヴェルナンとハイデガーのポリス論を検討したい。アレントは両者のポリス論に言及してい

るわけではない。しかし以下で見るように、ヴェルナンは、始まり（アルケー）なる観念の変遷を

ポリスが勃興するに際しての重要な要素とみなし、ハイデガーは、ポリスの本質を、歴史を越えた

「存在」なる概念のうちに見ており、それぞれアレントのポリス論と通底する側面を有している。

両者を比較の対象として取り上げることで、アレントのポリス論の実践的意義が明らかになるよう

に思われるのである。 

まず比較神話学者であるヴェルナンのポリス論を検討しよう。彼はアナクシマンドロスを、ポリ

スの発展のための理論的背景を表現した人物として位置づけていた。先述のようにアレントは、古

代のポリスに、政治参加としての自由と平等が両立する無支配の政治形態を支えるイソノミアの観

念を見たのだが、ヴェルナンはそのイソノミアが成り立つ思想的背景を提示したのであった。彼は

万物の始原でありかつ権力の首座であるところのアルケーの観念を、ヘシオドスとアナクシマンド

ロスを対比させながら描き出している。従来の神話において世界の出現は、ひとりの王による偉業

の結果であったのに対して、ヘシオドスの『神統記』においては、自然的要素の名を持ちつつ人間

と同じように行動する神々による出生の過程として描かれている。「それゆえ、厳密な意味での宇宙

創成の問題は、これら神々の系譜のなかでは、まったく暗黙のものであるというわけではないにし

ても、少なくとも後景に留まったままなのである。この神話は、いかにして秩序づけられた世界が

混沌から生じたのかという問いに答えるものではない。それは、誰が至上の神なのか？誰が宇宙を

支配する（anasein,basileuein）許可を得たのか？という問いに答えるのである。このような意味

での神話の機能は、ひとつの区別を据えるところに存している。時間の観点からする最初の者

（premier）と権力の観点からする最高の者（premier）とのあいだ、年代順に見て世界の起源に属

する原理（principe）と現在の世界秩序を司る君主（prince）とのあいだの、距離としての区別で

                                                                                                                                                     
アレントにとっての政治の本質を、権威を確立すると同時に絶対者へと抵抗しうる実践のうちに見る。すなわちアレ

ントにとっての政治は、「抵抗し得ない絶対者」の介入とともに政治が始まるとするデリダとは対照的に、「（抵抗し得

ないがゆえに）政治に反する絶対者」の介入とともに挫折を余儀なくされるのだから、創設の行為は、絶対者に根付

かせようとする衝動に抵抗するものでなければならないと言うのである（Honig, op. cit., p. 221, 括弧内の補足はホー

ニッグ）。これに対してキーナンはこのようなホーニッグの見解を批判して、政治の喪失に抵抗することや、創設の精

神を更新したり始めることの自由を回顧したりする試みは、政治的な行為と同視できないと断じ、暴力が不可避的に

内在する政治的活動は、そもそも不純であり、抵抗し得ないものであると言う（Alan Keenan, Democracy in Question, 

Stanford University Press, 2003, p. 100 and p. 212, n. 21）。キーナンは、『革命について』で、暴力を排除すること

で「政治的なるものの自由で開かれた空間を保持することを望んでいた」アレントに対抗し、「政治的な領域とそれが

含む自由は、その不可避的な「喪失」を受け入れることによってのみ見出されることができる」と主張するのである

（ibid., p. 78）。アレントが目論む政治的な自由は自由の喪失と対になっているという両義的な事態に着目する点で、

キーナンの解釈はわれわれのそれと軌を一にする。しかしわれわれが強調したいのは、このキーナンの主張こそが、

アレントが悲劇として提示しようとしたものにほかならないということである。 

またピローは、偉大な行いによって自由をもたらしたものの、その政治的自由を行使する場を創設するのに失敗し

たジェファーソンは「混沌とした帰結」を被る「悲劇的英雄」であったとして次のように言う。「アレントの描くジェ

ファーソンは、以下のような認識の経験の機会を提供してくれる。すなわち、その認識の経験によってアメリカの読

者は、公的領域において生を肯定するという活動の報いを実現するに至るかもしれず、それと同時にこの実現のため

に活動するに至るかもしれないということである」（Pirro, op. cit., pp. 151-2）。『革命について』の末尾でアレントは

ソフォクレスの悲劇を提示したのだが、ピローによればその理由は、ギリシャ悲劇が、政治的自由の行使によって約

束されるそれに固有の報いへの理解を促すからであり、過去の行いや受難について内省しつつそれと和解するという、

活動する者の能力を増大させるからである（ibid., p. 152）。本稿の文脈で言えば、その「認識の経験」を可能にする

のが、始まりの原理なのである。 
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ある。神話はこの距離のなかに成立し、この距離をその物語の主題とする」83。 

ヘシオドスはアルケーという用語を時間的観点における起源にのみ用いることで、起源と現在の

君主との間の差異を表現したのだが、その一方でアナクシマンドロスは、このアルケーを哲学的概

念としての「根本原理」として用いた。「この革新は、哲学者により神話に固有の「王制的

（monarchique）」語彙が排除されたことを示すものであると同時に、神学者が必然的に切り離し

ていたものを近づけ、時間的意味での最初のもの、すなわちそこから万物が形成されるところのも

のと、宇宙を支配し統治するものとを、できる限り統合しようとする哲学者の意志の表現でもあっ

た」84。 

アレントは、アルケイン（archein）なる動詞は当初「始める」と「支配する」という別個の意味

を併せ持っていたが、始まり（アルケー）にのみ支配（アルケイン）の権利が授けられるとするプ

ラトンの『法律』を経てやがて始まりの意味が消え、支配の概念だけが残ったと述べていた85。同

じようにヴェルナンも、政治的文脈において始まりと支配の概念が統合されるに至る過程を描いた

のであった。 

またヴェルナンによればアナクシマンドロスは、「「無限にして不死かつ神聖であり、万物を包含

し支配する」ところの原初の実体」としてのアペイロン（無限定）を、すべての元素から区別され、

その共通の起源を構成し、関係の相互性（réciprocité）に基づいた平等の秩序を永続させる実在性

として構想した86。このアペイロンは政治制度を構成するものとしても重要な意味をもっていた。

「アペイロンとは、個々の力を領域の範囲内に維持することですべての個人に同一の正義（dikè）

を課す共通の法のような至高権（souverain）である。それは、アルクマイオンが力の均衡（isonomia 

tôn dunameôn）と呼んだものを尊重し、あらゆる力の侵害や権力の濫用に対抗したのであった」87。 

 アペイロンによる支配のもとでは、世界（monde）は万物の中心に位置するものとして現われ、

地（terre）が不動のものとしてその中心を占めるようになる。地は個別具体的なものではなく共通

のもの（koinè）であり、その意味であらゆるものに類似するのである。これと同様にして政治的

な構想のもとでは、共通の炉（Foyer public）が特定の私的な炉と一致することなくすべての炉を

表象する。ヘスティア・コイネーと呼ばれるこの炉が都市の中心に置かれ、力（cratos）が誰から

も独占されることがないようにその炉へと預けられる。「それというのもこの炉は、各々別個の構成

員（élément）がイソノミアの支配に服することで、以後他のすべての構成員と類似する（homoios）

ような政治的共同体の全体を象徴するからである」88。 

 アレントにとって政治的なるものが成り立つ共同体は、同等な者が互いに己をあらわにする無支

配的な空間であったのだが、ヴェルナンによって描かれた古代ポリスのイソノミアもまた、そうし

た意味での平等性を備えていることが伺える89。もっともアレントは、ヘスティアを公的領域にお

                                                   
83 J-P. Vernant, Les origines de la pensée grecque, dans Œuvres I, Seuil, 2007, p. 227, ヴェルナン『ギリシャ思想

の起源』、吉田敦彦訳、みすず書房、1970年、122-3頁。 
84 ibid., 同上、123頁。 
85 HC, p. 189, and pp. 224-5. 
86 Venant, op. cit., p. 232, 前掲邦訳、136頁。 
87 Vernant, "Structure géométrique et notions politiques dans la cosmologie d’Anaximandre," [1968] dans Mythe 
et pensee chez les Grecs I, François Maspero, 1971, p. 204. 
88 ibid., p. 206. 
89 ヴェルナンの提示するポリスは、権力（kratos）が中央（meson）へと預けられたものである。デルマによればその
特質は、各人がその中央へと向かいながら自らを際立たせるという点に存している。それはソクラテスがカリクレス

に提示した「幾何学的平等」に基づいた空間である。また「言論の自由（la liberté de parole）」を保証しているとい

う点で、アレントにおけるポリスと類似している。「人々は権力が進展する魅惑的な領域に一度でも立ち入ると、その

唯一の権力を構成しているのは言論の循環であることを理解する。それはあらゆる者が共有する、討議し、決定し、

判断し、命令する権力である。そして説得が存するとすれば、それは哲学的な議論に類比した修辞的実践に従って生

じたものなのである。何よりも重要なのは、これが政治へと接近するうえで哲学が果たす役割だということである。
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いて重要な役割を果たすものとみなしてはいなかった。彼女はイェーガーにしたがって、古代ギリ

シャにおいては「自分自身のもの（idion）と共同体のもの（koinon）」とが明確に区別されていた

ことを指摘する一方で90、家族組織とポリスが同一の宗教によって形成されたと見るクーランジュ

を批判し、ギリシャにおいてはローマと異なり、炉の女神ヘスティアは「公式の政治的崇拝の役割」

を果たしていなかったと見ていた91。 

 次にハイデガーのポリス論を検討しよう。ポリスを詩的な作品とみなし、その創設と保持を訴え

るハイデガーのポリス論は、詩的な言語をもった指導者による支配を強調しており、平等な者によ

る討議を特徴とするアレントのポリス論とは性格を大きく異にしているとされる92。しかし両者の

あいだには類似性も存している。以下ではこれを示すため、ハイデガーとヴェルナンのポリス論を

ヘスティアの観念を軸に比較したド・ベイステギの叙述を参照したい93。ヴェルナンが、中央にヘ

                                                                                                                                                     
……（改行）このようなポリスの……モデルは、幾何学的平等（isotés e geometrike）に基礎を置いている……。（い

かにしてかを十分に知ることはなくても）なぜアレントが isoを自由と訳したのかが理解される。「それゆえイソノミ

ア（l'isonomia）は、何よりもまず言論の自由を指している」」（Christian DELMAS, Hannah Arendt Une pensée 

trinitaire――Une nouvelle approche de son œuvre, L'Harmattan, 2006, pp. 140-1. 文中の引用は、Arendt, Was ist 

Politik?, Hrsg. von Ursula Ludz, Piper, 2003, S. 40）。 

 アレントは『政治とは何か』のこの箇所で、イソノミアは法の下の平等ではなくイセーゴリア（言論の自由）とし

ての平等を指すと述べている。その際に参照するのがエーレンベルグによる記述である（cf. OR, p. 285, n. 12）。エー

レンベルグはそこで、ヘロドトスがイソノミアを語る際に念頭に置いていたのは、法の下の平等ではなくポリスにお

ける平等な配分、平等な自由、すなわち言論の自由であったのは「ありそうなことである」とし、ヘロドトスにおい

てイセーゴリアはイソノミアに類似するものであったと指摘していた（Victor Ehrenberg, “Isonomia,” in Paulys 

Realencyclopädie Der Classischen Altertumswissenschaft: Supplementband VII, Alfred Druckenmüller Verlag, 

1958, S. 295）。他方でヴェルナンが依拠するヴラストスは、このような平等な配分を意味するイソノミアの観念をア

ナクシマンドロスの内に見た。アナクシマンドロスはイソノミアなる用語を用いていない。しかしその思想は、正義

を高次の法によってではなく、自然の構成要素が互いに均衡状態を保つことによって保証されるものであるとみなす

ものである。ヴラストスはこれが、構成員のあいだでの平等な権力の配分を意味するイソノミアの観念に実質的に対

応していると指摘する（Gregory Vlastos, “Isonomia,” [1953] in Studies in Greek Philosophy: The Presocratics, 

edited by Daniel W. Graham, Princeton University Press, 1995, pp. 107-9）。 

 またアレントは『政治とは何か』において、ポリスはホメロスの言うアゴラの周囲に建設されたと指摘していた（Was 

ist Politik?, S. 93）。アゴラは、同等な者たちが集い、自由に語り合う空間であった。アレントはこのように、ホメロ

スをポリスの創設者とみなしていた。モローは、このアレントの見解は、『オデュッセイア』の第二歌で語られるアゴ

ラについてのヴェルナンの見解からすれば間違いではなさそうだと述べる（Francis Moreault, Hannah Arendt, 

l’amor de la liberté: Essai de pensée politique, Les Presses de l’Université Laval, 2002, pp. 111-2）。『オデュッセイ

ア』のこの箇所では、テレマコスが互いに同等な戦士を集め、その円陣の中央へと進み、自由に発言する様子が描か

れている。ヴェルナンによれば、イセーゴリアが認められていたこの集会は、自由に議論を行う政治的空間であるア

ゴラの起源であった（Vernant, “Géométrie et astronomie sphérique dans la première cosmologie grecque,” [1963] 

dans Mythe et pensee chez les Grecs I, pp. 179-80）. 
90 HC, p. 24. 
91 HC, pp. 24-5, n. 6. 
92 D. R. ヴィラ『アレントとハイデガー――政治的なものの運命』青木隆嘉訳、法政大学出版局、2004年、371頁。

他にアレントとハイデガーのポリス論を比較したものとして、石田、前掲書、第3章3。ハイデガーは、1941-42年

度講義「ヘルダーリンの讃歌『回想』」において、暦としての歴史に先行してそれを規定し本来的なものを経験する時

間である「祝祭（Fest）」を、ポリスのあり方と深く関与するものとして語っていた。石田によれば、アレントにとっ

てポリスは、英雄の活動が到達する「尋常ならざるもの（the extraordinary）」に継続的に関与するという逆説を担

っており、日常の裂け目に「政治」の重要性を見る点でハイデガーと共通するものの、例えばアレントにおいては異

質なパースペクティブを統合する経験が強調される一方で、ハイデガーにおいては、そうしたパースペクティブそれ

自体がもはや存立し得ないような瞬間が指示されるなど、両者のあいだには諸々の点で差異が存している。 
93 Miguel de Beistegui, Heidegger & the political, Routledge, 1998, p. 138ff. ヴェルナンはハイデガーには一切言及

していないのだが、彼のハイデガーに対する「沈黙」については以下のような指摘もある。『ギリシャ思想の起源』に

おいてヴェルナンは、哲学は民主政的なポリスの勃興を中心とする、具体性を伴った一連の政治的・社会的変化に起

源をもつという主張を押し進めたのだが、これは、ハイデガーが「アナクシマンドロスの箴言」のなかで、哲学は存

在に対する原初的な思考そのものに起源をもつとしたことへの「暗黙の」反駁であった。「異論はあるかもしれないが、

ハイデガーに対してヴェルナンが沈黙しているということは、ヴェルナンが下した次の結論に適うものである。「それ
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スティアを据えた古代ポリスにおいて、市民の平等とその代替可能性が共通の価値として明確にな

ったと指摘した一方で、ハイデガーはポリスの中央を、存在の基礎にある力を確証する空間とみな

した。ヘスティアそのものを存在と同一視する傾向は、42年度夏学期講義『ヘルダーリンの賛歌「イ

スター」』に顕著である。そこでは、真の炉、真の故郷は存在そのもの、すなわちギリシャ人がピュ

シスと呼んだものであるとされ、そうした存在との関係で人間は故郷喪失（homeless）に陥るかあ

るいは故郷に住まうこと（at home）ができるとされている。すなわち故郷喪失とは、人間が故郷

を忘れるときに生じ、また人間が存在へと本質的に帰属している際に至ることのできるありのまま

の姿（native）を忘れるときに生じるのである。アンティゴネーは、畏れ（deinon）を無制限に抱

くことになる運命としての本来的な故郷喪失を具現化した人物なのだが、この本来的な故郷喪失は、

存在物の只中へと省みることなくかかずらう非本来的な故郷喪失とは別物である。すなわちアンテ

ィゴネーは、故郷喪失のなかにあって故郷へと到来する英雄なのである。「そのため、ハイデガーに

とってヘスティアとは、古代における純粋な家庭的炉でも宗教的中心でもなければ、ヘスティア・

コイネーのような中央の（政治的）炉でさえもない……。むしろヘスティアは開け（Open）や原

初的な存在の法則、すなわち隠れと隠れなさに関する存在の法則を示しているのである」94。 

 ハイデガーは、ポリスを存在物の真理へと歴史的に関係する場（place, site）とみなすことで、

単なる経済的政治的空間（space）とは異なるひとつの場（Ort）として捉えようとしていた。場と

は、そこから何らかの秩序だった社会的経済的で政治的な空間が生じうる可能性（possibility）そ

のものにかかわっている95。その可能性は、ハイデガーが住まうこと（dwelling）や住まい（abode）

として示すものであり、それは常に歴史的なもの（geschichtlich）なのである。つまり、歴史的に

住まうということは存在全体とかかわることを意味するのだが、それはそうしたかかわりにおいて

経験され理解されるに至るものが単なる存在物であるというだけでなく、その存在物の真理あるい

は存在でもあるからである。「人間が住まうということの特異性は、よそよそしさ（Unheimischkeit）

という主題のもとに把握される。人間の住まい、すなわち彼の故郷（Heim）あるいはポリスは、

何よりもまず存在物のよそよそしさ（unfamiliarity）の経験であり、本質的な故郷喪失の経験であ

る。……うわべの親しみ（familiarity）や独特のわかりやすさ、その結果生じる世界征服を現代人

は経験し、そこで自己が自由であると感じるのだが、それらは実際には最も新しい完全なる疎外の

唯一の表現なのである」96。それゆえド・ベイステギによれば、存在物の只中で本来的に歴史的に

住まうことの可能性、すなわちポリスの可能性は、存在の法則に完全に従うことにほかならないの

であり、この意味で、ハイデガーのポリス論から何らかの実体に根ざした政治的実践への手がかり

を得ようとする試みは、不毛なものへと陥ってしまうことになる。 

 以上から明らかなように、ハイデガーの言うポリスは存在の法則に従うことであり、物理的な空

間ではなく人々の組織がその本質的な部分であるアレントの言うポリスと同様に、歴史的隔たりを

超えて現代にも通じる射程を有している。そしてアレントと同様にハイデガーにとっても、ポリス

は現代社会を支配するよそよそしさを人々に理解させ、悲劇的世界との和解を促すことで、本来的

な実在性を回復させる可能性としての側面を備えているのである。またわれわれは、ヴェルナンの

ポリス論の検討を通じて、アナクシマンドロスのアペイロンなる観念によって政治的紐帯における

                                                                                                                                                     
ゆえ哲学はその歴史的背景へと差し戻されると、学者たちが時おり哲学に授けた純粋な啓示としての性質を捨て去る

のである」」（R. P. Harrison, “The Ambiguities of Philology,” in Diacritics, summer, 1986, p. 15）。 
94 de Beistegui,op. cit., p. 141. 
95 「政治以前的なもの、一切の政治的なものをその根源的意味においても派生的意味においてもまずもって可能にす

るポリスの本質は、送り届けるもの（Schickung）に属す開かれたる場（Stätte）のうちに存する。この送り届ける

ものから、人間と存在物とのあらゆる関係、すなわち第一に存在物そのものと人間との関係が規定される」（Heidegger, 

“Holderlins Hymne »Der Ister« ,” Gesamtausgabe, Bd. 53, Vittorio Klostermann, 1993, S. 102）。 
96 de Beistegui,op. cit., pp. 143-4. 
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市民間の対等な相互性が担保されていることを確認した。アペイロンに類比した世界像を構成する

ヘスティアは市民間の平等を支える理論的表現なのだが、中央に位置する炉という物質性を帯びて

おり、この点でヴェルナンのポリス論はハイデガーやアレントのポリス論とは関心を異にしている

のである。 

ところで先述のようにヴェルナンは、神々の系譜を描くことで時間的な起源に属する原理

（principe）と現在の君主（prince）との距離を主題としたヘシオドスに、時間的な起源と現在の

原理（支配）を統合したアナクシマンドロスを対置させたのだが、実はアレントも同じような仕方

で両者を対照させたうえで、むしろヘシオドスの試みに、自らのポリス論に与するような位置づけ

を与えていた。『人間の条件』（3 節「永遠対不死」）では、ギリシャ人は「ポリスを支配する原理」

である不死（immortality）、つまりこの世界において死ぬことのない生命を、自然やオリンピアの

神々に属すものと見ていたと述べ97、『精神の生活』では、ペリクレスをはじめとするギリシャ人が、

死すべき人間は偉大な行いによって不死の獲得を目指すことで、「いっそう神々のようになる」こと

を公理としていたと説明する98。先述のようにペリクレスは、偉大さを演じてデュナミスを実在的

なものとすることでポリスを存続させ、またポリスは人間のはかなさを救うとされていたのだが、

要するにそれは、人間は不死なる神々に近づくことによってその可死性を癒すことができるという

考えの表れであると言えよう。またアレントは、この生まれはするが不死である神々が、後にアペ

イロンのような永遠なる「神性」99に取って代わられる事態を、ギリシャ哲学史家であるC. H. カ

ーンによる次の記述に仮託して説明する。「『神統記』が詳細に伝えるのは、神々は皆生まれてきた、

その生命の持続（duration）は時間的始まりをもっていたということである。それ自体は始められ

ることがない絶対的アルケーあるいは始まり、すなわち、永続し、生み出されることのない、世代

の連鎖の源泉を導入したのが哲学者たちであった。この場合の主導者は、おそらくアナクシマンド

ロスであろう……。（パルメニデスに見られる）存在すること
・ ・ ・ ・ ・ ・

としての持続は、誕生にも死にも限定

されていないため、オリンピアの神々を特徴づける終わりなき生存競争に取って代わり、それを超

越するのである」100。 

先述のようにアレントは、「始まり」とは公的空間における自由の経験であり、それが活動する者

の実存を明確にするとしていた。おそらくこのことが意味するのは、ペリクレスのような英雄が、

誕生という時間的始まりを備えた不死なる神々へと近づき、ポリスを支配する不死の原理の獲得を

目指すということである。ヴェルナンの描くヘシオドスに倣って言えば、それは、時間の観点から

する最初の者（premier）と、権力の観点からする最高の者（premier）との距離の顕在化にほかな

らず、この意味で始まりの経験とは、不死なるポリスへの接近、ポリスと現在の経験との距離の顕

在化であり、ポリスへの回帰を意味するわけではない101。さらに前節までの文脈に即して言えば、

通時的なポリスは始まりの原理によって構成され、その始まりの原理は、受難を被る行為者と、不

意の出来事や他者の誕生に代表される所与の事実性との差異にほかならない102。ポリスは、行為者

                                                   
97 HC, p. 18. 
98 LMI, p. 134. 
99 LMI, p. 232, n. 19. 
100 LMI, pp. 134-5, 括弧内は引用者（和田）による。この一節はCharles H. Kahn, Essays on Being, Oxford 

University Press, 2009, p. 29, にも収められている。 
101 アレントにとって、イソノミアを中心とする「現象」としてのポリスは、回帰すべき「始まり」ではなく、どこに

もない場所として「再生―反復」されることによってのみその根源としての存在が確証されるとの指摘は、石田、前

掲書、234頁。石田は、ハイデガーには、本質主義的な「始まり」へと回帰する企てこそが本来的な「政治」である

と解する余地があり、それゆえにアレントは、ハイデガーよりもラディカルなかたちで「起源の脱構築」を遂行した

のだと述べる（同上、233-4頁）。 
102 マルケルは、アレントがペリクレスの言葉のうちに、公的領域（ポリス）の制度化によって活動を忘却から救う契
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と所与の事実性との差異を起点として、自己の誕生をはじめとする過去の経験への兆しを与え、そ

れを行為者の実存へと呼び込むことで、自由と平等の空間を創出する可能性なのである。このよう

に、アレントのポリス論は、その理論的根拠を与えたとヴェルナンが評するアナクシマンドロスよ

りも、時間的始まりを備えた神々の出生の連鎖を描くヘシオドスに多くを負っている。また前章で

述べたように、歴史家にとって、思考や判断の基準を破壊する現在の事柄を「理解」できるのは、

歴史が、「終わりのない、無数の始まりから成る物語」であり、「諸々の始まりが世代の連鎖を伝っ

て記憶されるべく続いていく」という事実に依拠することによる。通時的に展開するポリスは、こ

のように、把握し得ない不意の出来事を理解する可能性をももたらしてくれる。可能性としてのポ

リスはこの意味で、「現在の政治や理論を鼓舞し、高めるための、創生神話（generative myth）」

に相違ないのである。 

 

小括 

 

 第一編でわれわれは、冒頭で提起した問いを検討するため、『革命について』で描かれたとされる

悲劇を提示することから出発した。革命精神とそれがもたらす持続的な制度とのあいだのジレンマ

は、自己の出生に際して介入する絶対者としての始まりの原理が行為を不可視なものにするという

悲劇的世界の別様の表現であることが確認された。コランとマルケルの所説は、むしろかかる悲劇

的世界を受け入れることで、政治が通時的・隔時的に展開する可能性を見ようとするものであった。 

 冒頭で示唆したように、アレントにとって活動する者は、自らの選択を勘案しつつも「未知の、

理解しがたいものに賭ける」ことで受難を被る存在である。政治的活動は悲劇的世界を構成するも、

それを理解し、克服する可能性をも同時に現実のものとする。われわれはこれを、彼女の権力論と

対をなすポリス論のうちに見た。エネルゲイアとしての先立つ活動は不意の出来事をもたらすにし

ても、それを理解することでまた新たな活動の出発点になる。活動と理解の循環構造が通時的に展

開することでデュナミスは権力として現実化し、可能性としてのポリスが現前する。新しさの経験

から政治的空間を創出したアメリカ革命は、そのひとつの例であった。 

 またアレントのポリス論はハイデガーのそれと同じく、現代のよそよそしさの経験を理解させる

可能性としての側面をもっていた。ポリスが通時的に作用し、始まりの原理が顕在化することで、

人間の生に実在性がもたらされ、政治の経験は回復される。われわれはこれをヴェルナンとの比較

のもとで、ヘシオドスを援用しつつ展開された彼女のポリス論のうちに見た。 

 もっとも、この始まりの原理が顕在化する条件は、いまだ不十分にしか明らかにされていないよ

うに思われる。後にわれわれはアレントにおける「思考」の意義に目を向けることで、これを検討

する予定である。その際、フランスの作家・詩人であるルネ・シャールに対する評価が手がかりと

なるであろう。先述のように『革命について』の末尾でアレントは、ポリスは「生に輝きを与える

ことができた」とするテセウスの言葉を引いたのだが、彼女はその言葉が意味をもつ背景としてシ

ャールの作品を挙げていた。アレントによればシャールは、フランスがドイツの占領から解放され

たさなか、政治的な実在性を支えていたレジスタンスという公的な任務を解かれて、戦前の「不毛

                                                                                                                                                     
機を見ていたことを挙げつつ、彼女の悲劇観に皮相な評価を与えてしまう。「虚しさの問題に大きな関心を寄せる者た

ちとしてのギリシャ人を描くアレントは、悲劇を単に物語を通じて制度化される回顧の一例として、すなわち活動の

はかなさを克服し、不死の可能性をもたらすひとつの方法として提示した」（Markell, Bound by Recognition, 

Princeton University Press, 2003, p. 65）。しかし、アレントがポリスを救う英雄と、その不死なる名声の追求を論じ

るうえで念頭に置くのは、回顧的な物語というより、人間のはかなさと不死なる神々との差異、現在の活動（現在の

支配者）と始まり（神々の生誕）との差異である。すなわちそれは、「活動のはかなさ」の克服というより、はかなさ

の強調による人間の偉大さの逆説的な提示であり、マルケル自身が描いたような、受動的に被らざるを得ない出来事

を始まりとして理解する、政治的に行為する人間のあり方の提示であろう。 
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な沈滞」に戻って行かなければならない苦しみを示すことで、失われた革命精神についての記憶を

表現したのである。他方でアレントは、『過去と未来のあいだ』の「序文」においてもシャールに言

及し、彼をレジスタンス運動にかかわる者の「思考へと訴える」ことが重要な意味をもった著作家

として取り上げていた。政治活動が何らかの困難に陥る中にあってシャールは、「思考」の意義を逆

説的に強調したのである。 

第三編でわれわれは「始まりの原理」が顕在化した時期を、アメリカ革命の時代と並んで、この

革命精神についての記憶が表現された戦後の一時期であると想定し、かかる「思考」の内実を検討

する。第一編では、理解が「活動のもうひとつの側面」であることを強調したが、同じようにアレ

ントにとっての「思考」も、観想的な営みではない、政治的実践としての側面をもった作用である

ことが明らかになるはずである。 

以下ではさしあたって思考と並んで重要な意志の概念を取り上げ、ここに悲劇的世界克服の可能性

を見出すことを試みる。上述してきたような、与えられたものとしての悲劇的世界を理解しそれを

実存に取り込むことで実在性を得るというアレントの政治観が、すでにその学位論文の内に胚胎し、

晩年まで受け継がれていたことがわかるはずである。 

 

 

第二編 世界を用いる――アレントのアウグスティヌス受容における「意志（willing）」と「見い

だし（finding）」 

 

 

はじめに――アウグスティヌスの「世界疎外」論 

 

アレントの「世界疎外」の概念は近代社会を分析する上で多くの示唆を与えてくれるということに

疑いの余地はない。それは、われわれの社会が抱える困難の分析を試みた彼女の偉大な書が提示す

る問題の核心部分を構成しているのである。しかし、その『人間の条件』の中で世界疎外の諸側面

のひとつを説明するために、アレントがアウグスティヌスの使用（uti）と享受（frui）の概念に言

及しているという事実は、よく知られているとは言い難い。世界疎外の観念の最初の兆候は、彼女

の最初期の著作である『アウグスティヌスの愛の概念』（以下学位論文と表記）において、すでにか

かる両概念と関係づけられて提示されていた。多くの研究が世界疎外を論じるものの、アウグステ

ィヌスによるアレントの著作への絶大な影響にもかかわらず、その両概念との関係に言及している

ものは皆無である。本論考では、学位論文において使用と享受の両概念によって説明された事態が

後の彼女の思索に大きな影響を与えていることを示し、彼女がいかにしてこの疎外の困難を乗り越

えようと試みたのかを明らかにする。 

『人間の条件』においてアレントは、主に近代世界についてのウェーバーの見解を参照することで

「世界疎外」を説明する。この用語を用いることで彼女は、諸個人が自らの住まいとして「製作す

る」人工的な世界の消失を指摘しようと試みていた。人間と世界のあいだの距離の増大によって、

人間は永遠に循環する生命過程へと駆り立てられる。その循環は人間の実存とその実在性の感覚を

支える「世界の物」の喪失をもたらす。第六章の冒頭では、彼岸世界を源泉として人間が住まうこ

の世界へと振り向けられる「世界内禁欲」からなる力についてのウェーバーの説明が言及される。

アレントがここで示唆するのは、彼女が「世界内疎外」と呼ぶこうした近代資本主義精神の源泉に

ついての説明が、教会財産の収用という事実に基づいているという点である。彼女は、後の小作農

の収用へと繋がるこの収用を、近代世界における使用対象物の喪失のひとつの側面とみなすのであ

る。 
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アレントは、アウグスティヌスの使用と享受の概念を、ウェーバーが説明した此岸世界に対する近

代的態度の「最初の萌芽」であるとみなす。使用（use）は、使用されるが享受（enjoy）されない

この世界の事物の使用を意味し、享受はそれ自体で享受される来世の事物の使用を意味する103。言

い換えれば、これら両概念の差異は、近代人が物質的な使用対象物を実際に享受することができな

いまま手に入れようと駆り立てられ、実在性の感覚の維持を促していたものを奪われる事態を描い

ている。 

学位論文においてアレントは、アウグスティヌスによる使用と享受の区別を批判しつつ、人間が世

界に住まうことを可能にするようなディレクティオ（dilectio）としての愛の概念をその著作の中に

模索していた。彼女はアウグスティヌスにおけるカリタスのような不明確な愛の意義を批判する。

カリタス（Caritas）とは、永遠性や絶対的未来を追及する愛である。「人々がカリタスのうちに住

まうとき、この世界は故郷ではなくなり、荒野へと変わる。世界は空虚であり、人間が探求するも

のから疎遠なものとなる」104。神を永遠性や絶対的未来として追い求めることは最高善（summum 

bonum）の追及にほかならない。カリタスがこの最高善と繋がるのに対して、世界はその愛を手に

入れるために必要とされる。言い換えれば、カリタスが絶対的未来での神の「享受」によって完遂

されるのに対して、世界の物はその究極目的と関連づけられて「使用」されるだけである。「世界が

使用されるとき、人間からのその独立性は失われる……」105。 

確かにアレントは、そのような「使用」の意義を認めているようにも思える。「世界を用いる（uti）

中で、世界は神へと関連づけられ……世界への欲望（cupiditas）へと陥る危険は回避される。それ

ゆえ、世界への適度な関係はその使用（uti）に存している。「この世界は使用されるべき（utendum）

であり享受されるべき（fruendum）ではない」」106。しかしながら彼女は、アウグスティヌスにお

ける使用と享受の「二者択一的な」解決を批判する107。この方法では人はもはや「この世での具体

的な出会いとして隣人と知り合う」108ことはできないからである。それゆえアレントは、世界に住

まうことで世界を作り上げる契機に注意を向ける。その世界は神によって創られたというだけでな

く、人々によって構成されるものである。その世界は人々からの原初的な「疎遠性（Fremdheit）」

を保持するが、人々はその疎遠性を世界への愛（dilectio mundi）によって「止揚（aufheben）」す

ることができる109。「世界への愛の中で、人間は住まいとしての世界を明確に作り上げ、その善悪

                                                   
103 HC, p. 252, n.2. 

104 Hannah Arendt, Die Liebesbegriff bei Augustin, Verlag Von Julius Springer, 1929, S. 13 （以下、LBAと略記）、

アレント『アウグスティヌスの愛の概念』千葉眞訳、みすず書房、2002年、25頁（以下、訳は変える場合がある）。 
105 LBA, S. 22, 邦訳、44頁。 
106 ibid., 同上、文中の引用文は、Augustine, De doctrina christiana, I, 4. 
107 もっともヘイキングによれば、隣人の使用は神を享受するための手段に過ぎないという考えは、アウグスティヌス

の著作に広く見られるというわけではない。アウグスティヌスにおいて、人間による隣人の使用と隣人への愛は、神

による人間の使用と人間への愛が模範となっている。すなわち人間による使用と愛は、自己の利益のために隣人と関

わることと、献身的で過剰な愛を隣人へと向けることとの、「中間に位置する」ものとみなしうる。アウグスティヌス

における使用と享受の概念は、厳格に区別されるものではないのである。しかもこのような、人間は聖書を通じて、

人間をそれ自体で愛する神の視点を獲得しうるとの考えは、友人をそれ自体で愛するキケロの友情の概念に由来する

という（John von Heyking, Augustine and Politics as Longing in the World, University of Missouri Press, 2001, 

pp. 204-6）。 
108 LBA, S. 28, 邦訳、54頁。 
109 千葉によればこの世界への愛は、「世界からの退却を経験した者の世界への参与の方式」という逆説的な世界への

関わりを意味している。「アーレントはこの意味でのみ、「われわれはこの世界を使用しなければならず、世界を決し

て享受してはならない」というアウグスティヌスの言葉を理解した。この言葉は、この世界を絶対視したり、神格化

したり、偶像視することをたしなめつつ、しかし重要なものとして世界にコミットするという、世界への弁証法的緊

張の態度を示しているといえよう。もしそうであれば、アーレントが依拠する「世界への愛」は、決して直接的な世

界肯定ではなく、むしろ否定媒介的な世界肯定である」。さらにそれは「世界を少しでもよくしていこうとする意志」
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への欲求（appetere）を世界にのみ期待する」110。世界への愛によって人間は完全には世界の疎遠

性を除去し得ないにしても、世界の中でその独立性を維持しつつ自らの善を実現することができる。

われわれはこの種の疎外を、ヴィラに倣って「穏やかな世界疎外」と呼ぶ111。 

他方で『人間の条件』の「最高善としての生命」と題された節で描かれた世界疎外は、われわれの

社会が真に深刻なものであることを伝えている。個々の人間は死後の世界で永遠の生を手にすると

いうキリスト教の想定は、生命と最高善との近代的な同一化を広めるのに役立った。「世界内疎外」

と並んで、この世界での実在性の感覚に対するデカルト的な懐疑が、信仰への懐疑の支配ばかりか

世界の物を欠いた生命循環に囚われているという感覚の支配をもたらすと、人々は永遠の生命循環

の中にかつて持続的な事物が支えていた実在性の感覚を見出そうとするようになった。人間は、生

命の中に「最高善」を探求したために、あらゆる使用対象物を破壊的な活動を引き起こすことにな

る「消費」の対象へと変えた。これは「キリスト教信仰の意図せざる結果」112でしかないが、アレ

ントが学位論文で指摘していた使用と享受の区別に基づくキリスト教的な精神のあり方のひとつの

帰結であることに疑いはない。 

本稿の目的は、「穏やかな」世界疎外への回復の道筋を見いだすことにある。この疎外は「享受」の

完全な実現には至らないにしても、事物の「適度な使用」による欲望の統制を可能にするであろう。

欲求（appetere）やリビドーと同様欲望（cupiditas）は、人間の外側の何ものかへと従属すること

への恐怖から生じる。「神に見放されることで、人間は自己の外側の何ものかへと駆り立てられ、自

己を喪失する」113。ジュリア・クリステヴァは、神に「対峙する」114被造物を「葛藤としての生」

と見る115。フロイトはオイディプスの悲劇にこの「葛藤」を見いだし、人間を「劇的で和解不可能

な存在」として取り出した。アレントもまたアウグスティヌスの思想を参照することで、そうした

葛藤の「現代的な問題」を強調したのだと彼女は述べる116。この問題はもはやカリタスによっては

解決されない。われわれは世界疎外をこの解決不可能な「現代的な問題」とみなし、これをアレン

トの「悲劇的世界」と呼ぶ。そして、アウグスティヌスからの「見いだし」と「意志」の概念の受

容を通じて、彼女が自己の外側に存するものとの和解不可能な関係にいかにして向き合ったのかを

見るよう努める。 

 

第一章 始まりとしての「見いだし」 

 

1．製作と「見いだし」 

 

われわれは世界を自らの住まいとして製作するが、世界からはよそよそしいままである――ロナル

ド・ベイナーが指摘するように、アレントの学位論文でのこの洞察は後にまで存続し、その後の著

作全体の中心をなしている。この最初の論考は、彼女の思索にとって決定的に重要であると目され

てきた30年代の全体主義の経験に先立って書かれたにもかかわらず。「アウグスティヌスとは逆に

                                                                                                                                                     
と定義できる（千葉眞「訳者解説」『アウグスティヌスの愛の概念』、249-50頁）。 
110 LBA, S. 44, 邦訳、84頁。 
111 「アレントによれば世界に住まうことは、活動という行為遂行的な概念と「利害関心を離れた」判断という考えの

いずれにも含まれる疎遠性と共に住まうことを意味する。それゆえアレントは自由を掲げる近代主義者であるばかり

か、ある意味では彼女なりの仕方での「穏やかな疎外」の擁護者でもあったのである」（Dana R. Villa, Arendt and 

Heidegger: the fate of the political, Princeton University Press, 1996, p. 203）。 
112 HC, p. 319. 
113 LBA, S. 20, 邦訳、40頁。 
114 LBA, S. 63, 邦訳、119頁。 
115 Julia Kristeva, La génnie Féminin: Hannah Arendt, 1999, Fayard, p. 69. 
116 ibid, p 70. 
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アレントは、われわれが「異邦人」として入り込むこの世界に安住できるよう、世界を形成する製

作や永遠の記憶に残る公的な行為の不死をもたらす活動力を通して、自らを作り変える
・ ・ ・ ・ ・

（make）

ことができると考えている」117。本節でわれわれはこの「製作」の他に、「見いだし（finding）」の

概念を取り上げる。神による世界の創造とは異なる人間による事物の製作を強調しつつアレントは、

アウグスティヌスの「見いだし（invenire）」の契機に注意を向けていた。人間が、製作に固有の疎

外を語る上で依拠するのが、この「見いだし」である。見いだしを通じて被造物は、世界が「荒野

としてすでに与えられたもの」118であることを知るに至る。世界は人々によって構成され、その人々

は自らが「すでに与えられた」世界を住まいとして製作するのを「見いだす」。後に詳しく見るよう

に、人間は自己の「前」に何が存していたのかを探求することで自己を問い、自己へと立ち帰るこ

とで神を見いだすに至る。「自己を見いだすことは神を見いだすことと結びついている」119。 

自己の外側の何ものかへの従属の恐怖や自己を失う恐怖が生じると、人間は神や自己を見いだそう

と試みる。絶対的未来におけるカリタスの実現によって恐怖が消えるのは、その恐怖が人間が自己

充足の理想を追求する実存的な基盤となっているためである120。「人間は自己を探求し始めるとき、

もはや世界に帰属せず、すでに神に帰属している」121。しかしアレントは、この自己充足の探求の

内部での自己存在の理想を、「自己を問う（se-quaerere）」活動様式から区別する。両者は自己愛

（amor sui）の一種であるが、彼女は前者をギリシャに由来する疑似キリスト教的な自己否定に至

るものとして退ける122。後述のようにアレントは人間を、永遠性へと融解せず世界の物へと完全に

執着することもなく世界の中で自己を問い自己を見いだす存在として扱おうと試みる。このふたり

の著作家は、恐怖に対する人間の態度を別様に強調するのである。 

カリタスは絶対的未来において実現されうるにしても、人間の生を規定するカリタスにとって重要

な事柄は、死にとって役立つばかりか生にとっても役立つものでなければならない。「カリタスは人

間の自由を介した使用によって生や世界と折り合いをつけるに至る」123。「世界は、カリタスにお

いて実現される熱望された自由の観点から理解可能なものとなる。人間の世界との関係は使用（uti）

であり自由であり、世界に依拠せずに世界を用いる自由である」124。この「自由（libertas）」は恐

怖からの自由を意味し、自己充足の理想に対応する。確かにアレントは自己充足の実現可能性に対

して批判的な態度を取るものの、先に見たように欲望へと陥る危険が回避される限りで「使用」の

意義を認めているように思える。実際、後に彼女はアウグスティヌスとは異なった仕方で、死すべ

き被造物たる人間に安定性や堅固さを与える「使用対象物」としての世界の物の意義を強調する125。

しかしその一方で、あらゆる物を使用対象物へと変える製作人（homo faber）は、近代の功利主義

的社会でのニヒリスティックな態度を表象していると指摘する。そうした態度を持った人々は「用

益（use）の用益とは何か」126を問いながら、対象を「それ自体で」用いることなく、何か別の目

的を達成する「ための」手段として用いる。ウェーバーが示したように、近代社会の巨大な活動力

は、人間が来世への信仰を失った結果「世界ではなく自己へと投げ返され」、自己への「恐れと配慮」

                                                   
117 Ronald Beiner, “Love and Worldliness: Hannah Arendt’s Reading of Saint Augustine,” in Hannah Arendt 
Twenty Years Later, ed. Larry May and Jerome Kohn, The MIT Press, 1996, p. 281, 強調は原文。 
118 LBA, S. 43, 邦訳、83頁。 
119 LBA, S. 16, 邦訳、31頁。 
120 LBA, S. 15, 邦訳、29頁。 
121 LBA, S. 16. 邦訳、31頁。 
122 LBA, S. 20, 邦訳、39頁。 
123 LBA, S. 23, 邦訳、46頁。 
124 LBA, S. 24, 邦訳、48頁。 
125 HC, p. 136. 
126 HC, pp. 153-4. 
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を抱くことから生じる。この場合人間は、「何ら世界を配慮し享受する」ことがない127。アウグス

ティヌスにおいて自己の権能の外部のものへの従属に対する恐怖は、絶対的未来での享受によって

解消され、その限りで世界における使用の意義が強調されるのに対して、次章で述べるように、か

かる恐怖が自己規律の不可能性への意識から生じる点を強調するアレントにあっては、人間の知性

に基づく製作がもたらす弊害へと自覚を促し、それに対処する方策としての使用と享受の意義が模

索される。以下ではまず製作の弊害と、その自覚のあり方を検討する。 

人間は自由に世界を用いることができるにしても、神からの独立を試み、自ら作り上げた世界の物

の中で自己の起源を探し出そうと試みる際には、その欲望（cupiditas）の罪深さが現われる。アウ

グスティヌスを解釈する中でアレントは、自己を問いつつ世界の物へと向かう人間の性向を、堕落

した世界への愛とでも言えるような貪り（concupiscentia）として提示する。「初めに世界を愛する

人々（dilectores mundi）は、神が創造した世界を貪りの追及可能な世界へと作り変える。つまり

貪りは、被造者がまずもって創り上げた世界を愛する。ここにこそ、その固有の罪がある。……被

造者は自分自身が創造者であると信じ込むがゆえに、ここに高慢（superbia）が生まれる。そして

高慢は神の高潔さの倒錯した模倣となる」128。スティーブン・カンポウスキーは、アウグスティヌ

スのアレントへの影響を論じたその優れた書の中で、この罪深き人間と製作人との類似性を指摘す

る。両者は「あらゆる実在性を製作との関係で解釈する誘惑」に囚われているという点で共通する

と言う。「自ら作った世界へと還帰することで、神から離れた自己の起源を欲望の中で見いだそうと

試みる」人間は「アレントが後の著作で提示する製作人にどこか類似している。そのうえ人間の独

立への罪深き渇望は、製作による活動の代替という、アレントにおいて西洋の伝統の原初的な罪悪

とされているものと密接に関係している」129。 

カンポウスキーは、人間が「被造性と（創造者への）依存、自己充足の欠落」を「承認」するとい

う契機を、自己の起源を「見いだす」試みのひとつの帰結として提示する130。この承認とは神によ

る愛（dilectio）を認めることにほかならない。この愛の恩寵は神による被造物の受容であり、それ

は「新たな創造」に相当する131。アレントはこの種の愛を「自己否定的な愛」と規定する。「この

否定には「汝存在せんと欲す（volo ut sis）」並びに「神のもとにもたらす（rapere ad Deum）」が

対応している」132。この「汝存在せんと意志する（willing that you may be）」として表現される愛

は、存在の確証の表現として、『全体主義の起源』や『精神の生活』など後の著作に再び現われる。

後に詳しく述べるが、学位論文と『全体主義の起源』の両著においては、人間は自己や他者の存在

を「慈悲深く与えられた何か」として受け入れることによってのみ、かかる言葉を発することがで

きるということが示唆されている133。しかしわれわれがさしあたって強調したいのは、学位論文で

のこの愛の概念では、確かに人間は他者の忘却を防ぐことができるが、世界で出会う具体性を持っ

た他者を愛することはできないという点である134。次節で見るようにアレントは、人間が自ら作り

出す悲劇的世界の中で神に直面する自己を見いだし他者との関係を築く方途を、アウグスティヌス

の自己否定的な愛の概念とは異なった観点から提示しなければならなかったのである。 

 

2. 自己の起源への「見いだし」 

                                                   
127 HC, pp. 253-4. 
128 LBA, S. 57, 邦訳109-10頁。 
129 Stephan Kampowski, Arendt, Augustine, and the New Beginning, Eerdmans, 2008, p. 203. 
130 ibid., p.204. 括弧内は引用者による。 
131 LBA, S. 65, 邦訳、123頁、Kampowski, op. cit., p. 205. 
132 LBA, S. 71, 邦訳、134頁。 
133 Arendt, The Origins of Totalitarianism, Harcourt, 1968, p. 301, Kampowski, op. cit., p. 206. 
134 LBA, S. 70-71, 邦訳、133-4頁。 
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アレントは、上述した自己否定から派生する隣人愛の概念を、この世界での他者関係を曇らせるも

のと捉えていた。「同一の起源が個々の人間にあって愛されるのであり、諸個人はすべて、この同一

の起源に比べれば取るにたらない。……この隣人愛にあっては、そもそも愛されるのは、隣人では

なく、愛それ自体なのである」135。他方で彼女は、すべての人間はある意味で最初から世界に「安

住して」おり、その世界はアダムの子孫からなる歴史的な親類関係であるとみなされていると言う。

隣人の重要性は、そのあらかじめ与えられた歴史的現実から生じる136。ベイナーは、アレントが神

的な起源（創造（creation））と人間的起源（生殖（generation））からなる人間の二重の起源に注

意を向けていたと指摘する。「ひるがえってこのことは、人間が（神に起源を持つがゆえに）世界か

ら疎遠であると同時に
・ ・ ・

（歴史的な種族に起源を持つがゆえに）世界に「安住する」ということを含

意している」137。ベイナーは「われわれは世界に帰属しつつ帰属しない」138というアレントの言葉

を参照しつつ、アウグスティヌスとは異なって彼女は、この世界をそうであるべき以上に「よそよ

そしい」ものとみなしており、先にも見たような「（製作や行為を通じて）この世界に安住できるよ

う自らを作り変える
・ ・ ・ ・ ・

（make）」道筋を模索していたと結論づける139。 

本節では、先述した「見いだし」がこのような製作や行為と対をなして作用することによって、後

年詳細に論じられることになる「始まり」の概念の重要な要素となっているということを示す。製

作は、単に使用対象物を生み出して世界への安住を促す行為であると言うにとどまらない破壊的な

罪深き営みであるが、「見いだし」は言わば製作のこの両義性を活動する者にとって明確にする役割

を果たしている。 

アウグスティヌス研究で知られる片柳栄一は、二重の起源に関するこのベイナーの議論に依拠しつ

つ、アウグスティヌスの言う隣人愛の「矛盾」こそが後のアレントの思考の本質部分をなしている

と言う。アレントはこの二重の起源の矛盾の背後に存する二重の結びつき（Verknotung）について、

論文の末尾で次のように説明していた。「第一に、他者は人間種族に属するという理由で始めて出会

うことが可能になるのであるが、神に直面しての個人の孤絶化において、この他者は隣人になる。

……しかし第二に、この孤絶化の可能性は、事実としては人間種族の歴史のうちにやってくるので

あり（アウグスティヌスの歴史哲学によれば、キリストによる救済の以前には、アダムによって規

定された人間種族しか存在しなかったのである）、そのようにそれ自身歴史的になるのである。……

こうした二重の起源に起因するこの結びつきにおいて初めて、隣人の有意性は理解可能となる」140。

片柳はこれを次のように解説する。「アーレントにとって絶対的なものの前での孤絶的個別化は、隣

人を見いだすために不可欠な前提なのである。しかもこの個別化は現実の歴史的生の中で為される

のであり、決してこの現実の歴史的生を離れて浮遊しているのではなく、他者が隣人となるこの生

                                                   
135 LBA, S. 71-72, 邦訳、135頁。 
136 LBA, S. 76, 邦訳、143頁 
137 Beiner, op. cit., p. 279, 強調、括弧内は原文による。 
138 Hannah Arendt, Love and Saint Augustine, ed. Joanna Vecchiarelli Scott and Judith Chelius Stark, 

University of Chicago Press, 1996, p. 57（以下、LSAと略記）。 
139 Beiner, op. cit., p. 281, 強調は原文、括弧内は引用者による。岡野はこのような、アレントは世界に安住すること

を当為とみなしていたとするベイナーの解釈を「いささか素朴に過ぎる」と評し、むしろ彼女がアウグスティヌスか

ら学んだのは「ひとと世界のあいだに広がる深遠な溝」で、また「過去と未来のあいだ」で自己の起源を問い、それ

を物語る精神の働きであるとした（岡野八代「人間の条件と物語論の接点――アーレントのアウグスティヌ理解を中

心に」『立命館法学』274号、立命館大学法学会、2000年、314-5頁）。本稿では「見いだし」と「意志」の概念に焦

点を当てることで、この「精神の働き」の内実を検討する。 
140 LBA, S. 90, 邦訳、167頁。 
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の直中においてである。アーレントが求めるのは、この世界への、この世界からの超出なのである」
141。「個人が繁殖によって属するこの社会は、いつもすでに与えられている」。この自然的共同性に

は固有の「魔術的力」が備わっており、人間は自己の起源を神ではなく他者に負っている142。この

ような神から独立した歴史についてのアレントの説明は「人間の歴史の悲劇的深淵」を垣間見せる。

人間は、この原理的に神から離れる可能性をもった自然的共同性を絶対的孤絶の経験によって変貌

させ、意識的な義務的関係として他者を隣人にしなければならない143。隣人についてのこのような

アレントの理解は、以下で見る人間の被造性についての存在論的な考察に由来し、それは後年の実

践的生に関する議論へと受け継がれるものであると片柳は述べる。 

実際、人間の「二重の起源」の概念は、ディーン・ハンマーらが指摘するように平等性（equality）

と差異性（distinctiveness）という二重の人間規定から成る「複数性」の概念へと受け継がれてい

るように思われる144。『人間の条件』において、この平等性と差異性は、表向きは矛盾するものの、

互いに依拠し合いながら人間存在の本質を構成するとされている145。平等性は「人間はアダムのう

ちに共通の起源を持つ限りで同一である」という事実に対応し、差異性は、人間はその個人の起源、

創造者を前にする限りで唯一の存在になるという事実に対応する146。 

さらに『人間の条件』でのアレントは、人間の複数性を構成するこれらふたつの特質は「始まり」

によって媒介されると述べる。自らの唯一性を示す語りと行為による、他者が存する世界への介入

が、自己の誕生を引き受け確証する「第二の誕生」の如きものであるという所謂出生思想は、この

「始まり」と密接に関わる。その介入への衝動は人間の誕生と同時に世界へと到来する「始まり」

によって促され、人間はまた自発的に「新しい何かを始める」ことでその「始まり」へと応答する

からである147。始められた行為へと後に加わる者の法を定めるこの始まりは、個体の誕生と同時に

その傍らに住まう神のごとき「絶対者」でもある148。 

このような、個体としての生とそれが生れ落ちる人間世界とのあいだを架橋する原理としての始ま

りも、すでに学位論文で示唆されていたようである。「この世界、およびそれとともにすべて「創ら

れたもの」は、初めに生み出されたものである。それゆえに、その存在は、「生成」によって規定さ

れている。つまり、それは生成し、始まりを持つ」149。修正英訳版で「始まりが存在せんがために

人間は創られた」という繰り返し引用されるアウグスティヌスの一文とその説明が加えられ、

principium（世界の始原）と initium（人間の始まり）との差異の議論がなされることになるこの

箇所で、被造物たる人間はそれに先立つ永遠なる存在としての創造者との関係において把握されて

いる。この「始まり」を持ち世界の中で「生成」する存在としての人間は、その二重の「前」とし

ての存在との関係で把握されるのである。人間は誕生と死に「限界づけられた」存在として自己の

起源、神へと立ち帰り、同時に「終局へと自己を関係づける」。このように二重の「前」とは、立ち

                                                   
141 片柳栄一「この世界への、この世界からの超出――ハンナ・アーレントのアウグスティヌス解釈」『基督教学研究』

18号、京都大学基督教学会、1998年、112頁。 
142 同上、109頁。 
143 同上、111-2頁。 
144 Dean Hammer, “Freedom and Fatefulness: Augustine, Arendt and the Journey Of Memory,” Theory, Culture 
& Society, 2000, 17 [2], p. 95. 他に、複数性概念は学位論文における隣人の優位性への問いと共鳴しているとの指摘

は、出雲春明「誕生としての行為――アレントのアウグスティヌス解釈を手掛かりにして」『倫理学年報』第 57集、

日本倫理学会、2008年、237頁。 
145 人間はその平等性ゆえに他者を理解できる一方で、「単なる無機物の繁殖」として規定される他性（otherness）を

表現し唯一の存在として他者の間で自らを際立たせることができる。要するに「人間の複数性は、人の肢体は各人各

様でそれぞれ唯一的であるという逆説的な性質を備えた多数性なのである」（HC. p. 176, VA, S. 213-4）。 
146 Kampowski, op. cit., pp. 210-11. 
147 HC, p. 177. 
148 OR, pp. 212-3. 
149 LBA, S. 37, 邦訳、72頁。 
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帰る者にとっての「そこから（das Von-wo-aus）」と「そこへ（das Worauf-hin）」によって、同時

に指示されるものである。「想起と予期」を通じて自らの存在の時間的広がりを把握する人間は、時

間と同時に創造され「生成的存在の属性に基づいて時間的に規定された」被造物なのである150。こ

のように人間の持つ「始まり」は、この時間的に規定された世界と自己の起源とを架橋する。 

この二重の「前」についての議論の背景には「世界をコスモスと見るギリシャ的理解と、世界を被

造物として見るキリスト教的理解がアウグスティヌスのうちで混交している問題」151が存している。

一方はこの二重の「前」を包括する永続性をもった存在概念で、これはギリシャに由来する152。人

間はこの世界全体としてのコスモスの部分に過ぎず、この場合固有の存在としての自己は存在の永

遠不変の同時性のなかに包摂され、失われてしまう153。他方は、世界を人によって構成されたもの

と考えるキリスト教独自の世界概念である。世界の「前」としての被造者本来の存在が世界を超え

て問われるにしても、この「自己へと立ち帰る」問いの過程では自己固有の存在も問われ、したが

って自己が生れ落ちる世界のあり方も問われることになる154。確かに人間は誕生と死という二重の

否定性を「自己探求」の契機とすることで155、自己を全体の部分ではないものとして理解し、人間

世界を被造物として相対化して創造者へと立ち帰ることができる。しかし、過去と未来という時間

的広がりを限界づけるこの始まりと終わりの特質は「自らの存在の探求の途上で転化し、それ自体

が永遠性によって限界づけられるものとなる」156。誕生と死の限界的特質は止揚され、「生が無に

由来して無へと急ぐことに対する意味」は失われる。始まりと終わりは交換可能なものとなり、人

                                                   
150 LBA, S. 37, 邦訳、73頁。修正英訳版でアレントは次のように説明を補足する。「アウグスティヌスは人間より前

に存在していた世界と時間の始まりと、人間の始まりとを区別する。前者はprincipiumと呼ばれ、後者は initiumと

呼ばれる。……initiumは「魂」の始まりを指す。つまり単に生き物の始まりではなく、人間の始まりを指している。

アウグスティヌスは「この始まりは以前は決して存在しなかった。そのような始まりが存在せんがために人間は創ら

れた……」と述べた。……さらに言えば、人間は時間の中へと創られたのだが、時間それ自体は世界と同時に、つま

り動きと変化と共に創られた。「その運動によって時間が過ぎ去る被造物」の存在がなければ、時間というものを考え

ることはできない。そればかりでなく運動は、過ぎ去る時間の観念がなければ考えることができないのである（『神の

国』XII, 21; XI,6）。その上、人間と共に創造された始まりは、時間や創造された世界全体が目的をもたずもはや何ら

新しいことが生じないままに循環そのものの中を永遠に回転することを防いだのである。それゆえこの意味で、人間

が創造されたのは新しさ（novitas）のためなのである。人間は自らの「始まり」やその起源を知り、意識し、想起す

ることができるがゆえに、始める者として活動し（act）、人類の物語を演じる（enact）ことができるのである」（LSA, 

p. 55）。人間は世界より後に創られ、時間的に規定された存在として自己の始まりを想起しうるとされている点では

両著作のあいだに変化はない。人間は何か新しいことを始めることで永遠の循環に包摂されるのを防ぐことができる

という発想の根幹も、後述のように学位論文のうちに含意されている。ところが森川はこの書き加えられた部分には、

人間は世界と時間の中に始まりとして到来して「世界に時間的な「運動と変化」をもたら」し、「天と地の間で独自の

「運動と活動」を行う」という新たな理解が反映されているとし、これを彼女のアウグスティヌス解釈の変化を説明

する根拠のひとつとみなす（森川輝一『〈始まり〉のアーレント――「出生」思想の誕生』岩波書店、2010年、314

頁以下）。しかしアレントは、人間は世界の始まりと同時にもたらされた時間の中で始まりを想起しつつ新しい何かを

始めることができると述べているに過ぎず、独自に運動を行い、世界に時間的な変化をもたらすことができるとは述

べていない。森川は「その運動によって時間が過ぎ去る被造物」における「被造物」を人間と捉えたため、このよう

な解釈に至ったと思われる。また森川は修正英訳版に加えられた一文「創造された人間が帰属しかつ帰属しない世界」

（LSA, p. 57）における「人間が帰属しない世界」を、「天と地」あるいは「現世」から離れて、人間が自由に活動を

始める領域として理解する（同上、320頁）。しかしこの一文も、人間世界に帰属しつつ世界を超え出て（ギリシャ的

な存在へと赴いて）自己を問う、二重の起源をもつ人間のあり方（あるいは後述する世界概念の二重性）を言い換え

たものに過ぎない。 
151 片柳、前掲書、102頁。 
152 LBA. S. 39, 邦訳、75頁。 
153 LBA, S. 41, 邦訳、79頁。 
154 LBA, S. 39, 邦訳、75頁。 
155 LBA, S. 46-7, 邦訳、90頁。 
156 LBA, S. 52, 邦訳、99頁。 
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間の生は「死の後に」おいて理解され、均質なものとされてしまうのである157。 

先にも触れたようにアレントは、このような自己が永遠性へと融解されるに至る自己探求のあり方

を疑似キリスト教的なものとして批判的に取り出した。代わって彼女は「どこまでも時間の内での

一回性を消し去ることのないような「存在」の新しい理解の仕方」158の提示を試みる。それは、不

死なる神々に対置された「人間の有限性の徹底的自覚」として彼女の後のギリシャ理解へと受け継

がれる問題意識であり159、先述した「二重の起源」をもつものとしての人間理解である160。それは

「見いだし」の意義を取り出すことでよりよく把握されるように思われる。 

前述のように人間は自らを問うことで世界を製作する自己を「見いだし」、自己が帰属する世界（荒

野）、神を「見いだす」。この自己の「前」としての本来の存在、神を「見いだす」のは、自己が世

界の中へと造られた被造物であることによる。「「世界から生じたすべてのものは、世界の後にでき

たものである。世界が最初で世界に帰属する人間がその次だからである……」。既述したあの見いだ

し（invenire）は、この「後に」ということそれ自体をも含んでいる。人間が世界の中に自己を創

造するのではなく、世界の中に自己を見いだす限りにおいて、人間は基本的に「後に」存在するも

のである。人間は、自らがその中に生きる世界の後に、またその特有の意味において自らの存在の

後に存在している」161。世界の後に人間が創られたという事実が「見いだし」の契機のうちに示さ

れる。しかも「見いだし」は、人間が与えられたものとしての世代の連鎖を自ら構成するという事

実をも指示する。「人間は自分自身をも見いだすという事実は、「他のものから」ではなく、「自ら作

る」生殖において、人間は自分自身がそのような与えられたものとなるという事実のなかにおのず

と示されている」162。人間が「後に」存在する者であるとは、それが「生成（fieri）」という規定を

受け取り、常に人々によって構成されていく「時間化」された世界（現世）に住まうことを意味す

る163。しかもこの被造物は、「前」への問いかけを通じて「与えられた関係性を根拠として」自ら

の起源へと立ち帰る164。自己への問いからではなく、ひとつの与えられた歴史的現実から隣人の有

                                                   
157 LBA, S. 53, 邦訳、100-1頁。 
158 片柳、前掲書、104頁。 
159 同上、114頁、注（9）。 
160 森川は、学位論文における二重の世界概念には後の出生思想の種子が孕まれていたと指摘しつつも、人間存在の両

義性を看取するそこでの試みは「世界からの
．．．

救済への転回点たる「死」を前にして頓挫」したため出生思想は実を結

ばなかったと述べ、後年の改稿作業の断念は出生思想への新たな洞察を得たからであると推測する(森川、前掲書、

88-91, 325頁、強調は原文による)。しかしこれは問いの出発点とその帰結を取り違えた議論である。アレントが自己

の起源の二重性の議論へと繋がる世界概念の二重性の問題を提示するのは、始まりと終わりを同一化させることから

生じる死の理解をアウグスティヌスの思索から批判的に取り出して、一回的な生の意義を強調するためである（LBA, 

S. 38, 邦訳、74頁）。森もまた、学位論文での「立ち帰り」の概念は創造者への立ち帰りであり、始まりと終わりの

交換可能性は提示されているが、出生という始まりの「取り返し」、「始まりに固有な新しさ」の含意がなく、アレン

トは「誕生よりも死を明らかに重視して」いたと述べる。それゆえ、後年の学位論文改訂の断念は、始まりの行為は

「世界への参入」であるという、被造性とは異なる出生性の思想に至ったからであると推察する（森一郎『死と誕生

――ハイデガー・九鬼周造・アーレント』東京大学出版会、2008年、246頁）。もっとも森は、学位論文で提示され

た死を契機とした生の起源への遡行という発想は、誕生の問題の萌芽となっていることを認める。しかし今出が批判

するように、学位論文でのこの発想は、アレントが持つ「現代の人間の生を突き放す視点」とは同一視し得ない（今

出敏彦「アーレントのアウグスティヌス解釈」『基督教学研究』28号、京都大学基督教学会、2008年12月、233頁）。

自己の思考経験と複数性との「連関」（要するに自己の起源の二重性の問題）を欠いているからである。後述のように、

学位論文で提示されたこの連関がアレントの出生思想の本質をなしている。 
161 LBA, S. 44, 邦訳、85頁、引用文はアウグスティヌス『ヨハネ福音書講解説教』三八篇・4。 
162 LBA, S. 44, n. 2, 邦訳、197頁、注54。 
163 LBA, S. 45, 邦訳、87-88頁。 
164 LBA, S. 46, 邦訳、89頁。F. コランはアレントの出生概念の意義を、他者の誕生という「与えられたもの」から、

決して立ち会うことのできない自己の誕生へと遡行する契機に見て、その時間的差異から自由が根拠づけられるとし

た。この一文は、コランの解釈が学位論文においてすでに妥当するものであることを示しているように思われる

（Collin, op. cit.,,p. 200）。 
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意性は生じるのだが165、「見いだし」はこの「与えられた関係性」を根拠に自己（神）へと立ち帰

る契機となっている。要するにそれは神による創造と人間によって構成される世代の連鎖、自己の

起源と自己が生れ落ちる人間世界とを架橋する役割を担っている。 

神学研究者であるパトリック・ボイルはこの与えられたものを「見いだす」という契機のうちに、

後の出生概念へと繋がるアレントの思索の端緒を見た。慣れ親しんだ世界の中で自己や世界を神の

被造物として「見いだし」、既存の神的な秩序のうちに自らを把握する「人間存在の問題」に向き合

うアレントは、そこから神への立ち帰りを促すアウグスティヌスとは対照的に、後年に出生概念を

提示することでその奇蹟の可能性からなる活動の意義を強調する。この違いを確認したうえでボイ

ルは、にもかかわらず両者の思考のあいだには共通する「世界への態度」が横たわっていたと言う166。

それは信仰を通じた世界の捉え直しである。人は信仰を持つことで、慣れ親しんだ世界から疎遠に

なることを選び取る。しかしそのうえでアレントは、世界ではなく個人の生を神聖なものと見るこ

のキリスト教信仰において、神への献身を促す隣人愛が同時に現世における生や活動を可能なもの

としていることに注意を向けていた。後年のアレントが提示する活動や言論の成立の契機としての

出生概念は、奇蹟の所産としての唯一性の確証である。それは隣人愛と同様信仰によって支えられ

ているとボイルは述べる。「出生を現実に生じる奇蹟とみなすアレントの思想はある種の信仰（belief）

を前提としており、ひるがえってこの信仰は「人間事象に信仰（faith）と希望をもたらすことがで

きる」。信じること（believe）は、単に「そこにある」ものへの態度を変化させ、他者によって構

成される世界への態度を変化させる」167。世界に安住し得ないパーリアの態度への評価はこのよう

な出生の理解に対応し、それはまた学位論文での神の現前を求める者の信仰の条件をなす孤独なあ

り方への評価にも共鳴すると言う。 

実際アレントは、自己の存在を問い神の前での孤立化を促す信仰に、キリストの死というすでに与

えられた歴史的事実と結びついた信仰を対置させることで168、先述したような、孤立化の中にあっ

ても他者を隣人にする可能性を提示していた169。ボイルの言う信仰は、この二重の起源を架橋する

態度を別種の信仰のあり方として取り出したものであろう。それは、通常の意味での信仰に先立つ

根源的な経験としての「見いだし」によって構成される。それゆえ「見いだし」は、後の複数性概

念を支える、世界への原初的な態度をなしている170。それは、与えられたものとしての世界（他者）

のあいだで自己を生殖（generation）の所産として自覚することであり、自己の起源への立ち帰り

と相俟って、後に概念化される「第二の誕生」の要素となっている171。その意味で「見いだし」は、

                                                   
165 LBA, S. 76, 邦訳、143頁。 
166 Patrick Boyle, “Elusive Neighborliness: Hannah Arendt’s Interpretation of Saint Augustine,” in J. Bernauer 

[ed.] Amor Mundi: Explorations in the Faith and Thought of Hannah Arendt, 1987, pp. 97-9. 
167 Boyle, op. cit, p. 100, 文中の引用文はHC, p. 247. 
168 LBA, S. 76, 邦訳、143頁。 
169 片柳、前掲書、111頁。 
170 「（誕生によって）世界に挿入されたという意識」は、世代の連鎖からなる歴史に根差した世界への共通の関係性

に媒介されることで「他者との倫理的関係」を生じさせる。ハンマーによれば、アレントが学位論文で「アウグステ

ィヌス的な記憶の遍歴」から生じるものとして取り出したこの「始まりの倫理」は、後の平等性と差異性から成る複

数性の議論へと繋がるものである（Hammer, op. cit., p. 95）。 
171 このようにアレントの出生思想の肝要な部分は、学位論文ですでに現われている。P. ボーエン・ムーアは学位論

文では「出生」という用語自体は用いられていないものの、被造物として生れ落ちる者としての始まりの経験への「暗

黙の関心」が見られると言う（Patricia Bowen Moore, “Natality, Amor Mundi and Nuclearism, in the Thought of 

Hannah Arendt,” in Amor Mundi, p. 138）。カンポウスキーはこの見解を踏襲しつつ、「創造者の創造されざる存在

のうちにある自己の起源」と「誕生における自己の起源、すなわち出生」の両者は、いずれも人間が他者に依拠しな

がら始まりを自由に無根拠な仕方で受け取るあり方に関わるものであるという点で一致しており、学位論文はこれを

明確に打ち出したものであると述べる（Kampowski, op. cit., pp. 206-7）。またクリステヴァによれば、永遠の生と現

在の生の間で引き裂かれたアウグスティヌス的人間に「賛意と当惑」を向けるアレントは、アダムの子孫として生き
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生の神聖さを強調するキリスト教の観点からする「人間の有限性の徹底的自覚」を促すものである。

「見いだし」は、始まりを持ち他者と共に生成する人間に固有のものであり、それゆえ後年の枠組

で言えば、始まりへと応答する作用として新しく物事を始める活動と共に、始まりの原理の現前に

関わる。先述した「理解」の概念に受け継がれているように思われるのである（第一編一章1）。人

間は世界を安住の場へと作り変えつつ、「見いだし」によってそれを疎遠なものと認める。しかし同

時に「見いだし」は、製作という罪悪の世界から他者との出会いの可能性を引き出す。後に始まり

の原理として表現される、製作（活動）と「見いだし」との相互の関係が、学位論文の根底に存し

ている。 

 

第二章  記憶を用いる意志――意志概念の二重性 

 

意志論におけるアレントの真意を正確に把握するのは難しい。そのためかこれを主題とする研究は

少なく、議論の本質へと迫るものは僅かである。もっともアレントの政治概念の要諦を、他者へと

現前することで何か新しい物事を始め、平板な自然過程へと介入する人間の行為に見るならば、こ

こから意志論の重要性を引き出すのはさほど困難ではない。意志とは、この行為を始める自由に対

応した内的活動力であり、それゆえ彼女が想定する別の内的活動力である思考に比してより直截に

政治と関連する作用であろうということは、意志という言葉本来の意味からも容易に想像しうるの

である。実際、思考は人間の経験における「見えないもの」を扱ってそれを一般化するのに対して、

意志と判断力は常に特殊なものを扱うという点で現われの世界と密接であるとされている172。さら

に例えばアレントは、意志の自由の概念をカントの自由論から説明する。カントは「時間のなかで

一連の物事を自発的に始める能力」は、時間の上では「相対的な」始まりを持つにすぎないものの、

出来事の連鎖としての因果性においては「絶対的な」始まりを持つとしていた。意志とは、人間の

行為におけるこの自由という自発性が持つ「精神的器官」を指している173。 

しかし、意志がこのような意味での精神的作用であるとしても、それがすべて人間の理性的資質か

ら説明されるということにはならない。アレントの意志概念の把握が困難であるのは、その理性に

も情念にも還元し得ない特質についての議論におそらく由来する。アレントは「意志によって達せ

られる決断は、欲望の機械的側面あるいはおそらくそれに優位する知性の慎虜から導かれうるもの

では決してない」とし、意志の自由な活動は、欲望の側から見ようと理性の側から見ようと、むし

ろクーデターのように「例外的」なものであると述べる174。本章ではこれが「例外的」である所以

を、意志が「与えられたもの」としての外的世界や自然的存在と密接に関わるところに求める。 

                                                                                                                                                     
る「家族的な生」という「世界内での生の可能性」を提示していた。「誕生（generatione）における血縁関係によっ

て、最も遠い過去、死、現世の外側を共に記憶しながら、「新たな生」としての他者を問う」この生のあり方は、単に

疎遠なもののなかに「投げ入れられた」生とは相容れず、それゆえに後の「ハイデガーとの黙せる論争」を予告する

ものである。キリストにおける「新たな生」のためにかつての生を解消することで、人間は世界から疎遠でありつつ

も他者と親しく対等な関係を結び、「キリストの身体への帰属」と「神との孤独で直接的な関係」のもとで「新たな共

同体」を形成する。しかもこの生のあり方は、人間が永遠に解消されることのない「変質」と「不安」を被るという

条件のなかで、「歴史的な約束」を受け入れる。それは、キリスト教哲学に由来するがしかし新しい、後の「約束」や

「許し」の概念を準備するものである（Kristeva, op. cit., pp. 72-3）。他方で森川は、自己の二重の起源の問題にまで

考察が至らず、「出生思想の誕生」を跡づけるという問題設定を行っている。森川は、人間はその起源をアダムに持ち

「神からではなく他の人間から生まれる」というキリスト教的な共同体の説明は、「新しい人格の始まり」としての後

年の出生概念とは何の関わりもなく、パウロの影響の確認に終始した学位論文は隣人自身のための愛の概念を提示し

得ず、それゆえ後に捉え直されねばならなかったと述べるが（森川、前掲書、93-6頁）、この説明は二重の起源の片

側しか扱っていない。 
172 LMI, p. 213. 
173 LMII, pp. 109-10. 
174 LMI, p. 213. 
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アレントは実際、先のカントの自由概念は、アウグスティヌスの意志論に類似していると述べてい

る。意志の自由は、それに先立つ世界との関係のもとに置かれるのである。アウグスティヌスの議

論においては、先述のように、時間的に規定された被造物は始まりを持ち、その「前」たる存在と

しての創造者の「後」に存するものである、とされる。学位論文で提示されたこの存在と生成の関

係は、この最晩年の論考においても天地の始まり（principium）と人間の始まり（initium）の関

係として概ね踏襲されている。しかもそれは出生概念を媒介とすることで、このカントによる「「絶

対的な」始まりと「相対的な」始まりとの間の差異」の議論へと敷衍されているのである。時間に

おいて相対的な始まりを持った人間は物事の連鎖を自発的に始めるものの、「活動」についてのアレ

ントの議論からすればその行為者は予期せぬ結果を被る受難者にもなるため、外的世界に対して言

わば受動的な関係に立つ。それは「誕生」という、時間においては相対的で受動的な出来事とパラ

レルに対応するのである175。出来事へと開かれたこの種の意志の活動を説明するのが、前章で触れ

た「汝存在せんと欲する」愛の概念である。 

アレントは学位論文において「汝存在せんと欲する（volo ut sis）」愛の概念には自己否定的な側面

があり、具体的な他者への愛が含まれていないことを指摘していた。しかし他方で『全体主義の起

源』では、公的な関心の対象にはならない身体の形状や精神の能力のような「誕生」によって「神

秘的に与えられた（mysteriously given）」「全き存在（mere existence）」が、かかる言葉で表現さ

れる愛の恩寵によって正しく扱われるとされている176。彼女はここで、人間に与えられた自然的特

質、人間の平等性の側面を強調することで、かかる愛の表現を複数性成立のための前提としている

ようである。カンポウスキーは『全体主義の起源』におけるこの言葉の内には、愛のあり方を「存

在の確証」として特徴づける二つの要素が学位論文から受け継がれていることを強調している。一

方でこの愛は「愛の恩寵」そのものであり、他方でそれは、「誕生によって神秘的に与えられたあら

ゆるもの」という表現に見られるように、恩寵への「応答（response）」としての特徴を持つ177。

応答とは、先述した見いだしの帰結としての、自己の被造性、創造者への依存の「承認」であり、

「新たな創造」に対応するものである。このようにこの表現の内には、神の前での孤絶から生じる

絶対的な愛と、与えられたものとしての人間世界そのものの肯定が併存している。 

『精神の生活(第二巻、意志)』において、この愛の表現(Amo: Volo ut sis)は「汝が存在せんと意志

する」と訳され、特に意志概念との関係から説明されている。常に休みなく何かを得ようとする欲

求に基づく意志は、愛によって静められ、愛へと変形されうる。しかも愛へと変形されても、他者

を肯定する力を失うことはない178。他方でパウロによって発見された意志の概念は、与えられた存

                                                   

175 アレントは自発性としての意志の自由を説明する際、この「相対的に
・ ・ ・ ・

絶対的な自発性」に対応するものとして、誕

生という事実を挙げる。人間の自発性が時間において相対的であり同時に絶対的でもあるということは、人間が「時

間的に先立つ」世界へと出生によって次々に到来するという事実に対応する（LMII, p. 110）。三浦は、始めることの

能力が出生に根拠を持つ点にアレントの意志論の核心があるとしつつ、自己の出生は、気づいた時には私はすでに誕

生しているという「根元的に受動的な経験」であると指摘する。そのうえで、人間は行為者であるよりは自分の行な

ったことの受難者でもあるという活動の議論を参照し、意志も受動的な側面から捉え直す必要があるとする（三浦隆

宏「意志することと生まれ出づること――アーレント政治理論における「自由の深淵」という問題」『倫理学研究』第

四一号、関西倫理学会、二〇一一年、九八頁）。 
176 Hannah Arendt, Origins of Totalitalianisim, Harvest Book, 1973, p. 301. 
177 カンポウスキーによれば、生を「無償の贈与」とみなすこのアレントの考えは、以下のマッカーシー宛の書簡にも

見られるという（kampowski, op. cit. p. 338, n. 209）。「主は与え、主は取り給うなり、主の御名は讃むべきかな。つ

まり――与えられたとはいえ必ずしも己がものではないものを、取り上げられたからといって（ユダヤ人による哀悼

において）不平を言ってはならぬということ。そこで忘れてならないのは、取り上げられたといっても、それは最初

に与えられたものであるということです」（1972年1月25日）（『アーレント＝マッカーシー往復書簡』キャロル・

ブライトマン編、佐藤佐智子訳、法政大学出版局、1999年、542頁、括弧内の補足は引用者）。 
178 LMII, pp.103-4. 
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在を肯定する自由を持ち、しかもこの自由に意志する能力が人間の行為の内容を決定しうるとされ

ている。「必然性に縛られ、強制力が働いているにもかかわらず、「然り」あるいは「否」と言える

能力、自己自身や自己の存在のような現実に与えられているものに同意する、あるいはしない能力

が、人間の内に備わっている。その能力は人間が行おうとしていることの内実を決定しうる」179。

アレントはパウロやアウグスティヌスの意志概念を参照しつつ、その行為との関わりを示すなどし

て、与えられたものとしての存在を確証する先の愛の定式にさらなる奥行きを与えている。彼女は

ここで、自由に意志する能力が問題となる経験的背景を強調する。以下ではこれまで十分に論じら

れて来なかったこの経験的背景に焦点をあてることで、世界疎外を克服する上での彼女の意志概念

が果たす役割を明らかにする。 

 

1. パウロによる意志の発見 

 

その経験的背景とは外的世界へと関わる人間の知性への根源的懐疑であり、裏を返せば意志に関す

る内的自由の発見である。それは、アリストテレスやカントが自明としていた自己自身を統御する

精神の力への懐疑にほかならない。アリストテレスにおける後の自由選択(liberum arbitrium)の概

念に対応する能力は、目的へと至る最善の手段を選択する慎慮(proairesis)である180。またカントに

おける実践理性は、自己明証的な真理や論理的推論に由来する義務の力に基づいている。自己への

命令としてのこの両者の「意志」概念は、「汝なすべし(Thou-shalt)」と「汝なし得る(Thou-canst)」

の一致を暗黙の前提としている。これに対してパウロは、律法の本当の意味での実行は人間の力を

超越するとの洞察を得て、「意志すれどもなし得ない(I-will-but-cannot)」人間の性質を発見した。

「自己にのみ関わる事柄であっても、それは自己の力の内に存するのか？」181。パウロはこのよう

な人間の無能力の内に、学位論文での表現を用いれば「自らの生そのものに対する自らの権能の欠

如」182の内に、逆説的にも意志の自由選択(liberum arbitrium)の力を見た。 

 その発見が意味を持つ背景には、「汝なすべし」と語る旧約から「汝意志すべし」と語る新約への

移行が存している。イエスは、「汝欲するなかれ」との格言が示すように、内的な生を強調すること

で偽善や見せかけを非難し、律法をよりラディカルなものへと改めた。「何であれ善を為そうと、ま

さにそれが他者や自己自身に現われるという事実によって、自己不信に付される」183。この行為か

ら信仰への強調点の移行は、パウロにおいて徹底される。信仰、内面は、当然ながら常に曖昧なま

まであり、「同様に決して一義的に現われることのない神によってのみ吟味されることができる」184。

パウロはこの種の曖昧さの内に、律法を実行して救済の確証を得ることの不可能性を見たのである。

旧約は、規範へと自発的に従う行為を指示していた。必然や強制の只中で「与えられたもの」を肯

定（否定）し自らの行為を決定する意志の自由が、この服従の命令を被る経験の内に発見される185。

しかもそれは、「自分が望んでいることをせず憎んでいることを行ってしまう」無能力が露わになる

中で、初めて見出されるのである。律法は罪を明示する役割を果たすと同時に、その命令の作用の

中で「情念を呼び覚まし」「罪を蘇らせる」という点で両義的である。律法を実行するも、「自らの

行いを理解」できず「私が私自身に対して問いとなる」186事態に至る。このように罪が自らの内に

                                                   
179 LMII, p. 68. 
180 LKII, p. 62. 
181 LMII, p, 63. 
182 LBA, S. 15, 邦訳、28頁。 
183 LMII, p. 67. 
184 ibid. 
185 LMII, p. 68. 
186 LMII, pp. 64-5. 
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住まうからこそ、意志が要請される。言い換えれば「否」と言う意志、「汝なすべしとの命令そのも

のによって刺激される反対意志（counter-will）」が自らの内に存在するからこそ、意志が必要とさ

れるのである187。律法が遵守されたとしても(自発的に従ったとしても)、依然として内的な抵抗は

消えない。意志すること（I-will）は不可避的に、否と意志すること（I-nill）による抵抗を被るの

である。しかも、意志の成就を妨げるのはその外部に存するものではなく、意志そのものである188。

もっともパウロにとってこの意志の対立は、精神と身体との対立に相違なかった。しかし身体的欲

求に対するパウロの敵意は、内的な抵抗を克服しようとする意志によって増幅される。意志するこ

との裏側には、否と意志することが常に張り付いているかのようである 

後にアウグスティヌスが意志の奇怪さ（monstrosity）と呼ぶこの内的葛藤は189、パウロにあって

は神の恩寵によってのみ癒されることができるとされる190。救済は人間の意志ではなく、神の慈悲

による。しかもこの慈悲、恩寵は、律法が その侵犯を増大させたのと同様に、罪が増大するところ

に溢れる191。このような恩寵と罪との関係は、既に学位論文の内に描かれていた。先述した自己が

作り上げた世界の物へと執着する貪りには、人間の「固有の意志」が横たわっている192。この貪り

の罪性も、やはり「貪るな」と指示する律法と人間の能力との乖離の内に存している193。この乖離

の中で人間は自らの罪性を「見いだし」、自らが神に対峙する存在であることを知る194。かくして

神の愛の承認としての自己否定的な愛（意志）が要請されるに至る。「（自己を犠牲にする）愛のみ

が自らの「固有の意志」を断念する可能性を持つのであり、愛から派生するこの断念は「恩寵」の

把捉の先決条件にほかならない。それゆえに愛は「われわれの内に自然に宿る意志」に比べて、「よ

り力強い意志」なのである……被造者は自らが「意志の自由選択（liberum arbitrium）」において、

その「世界に帰属する存在」に対して、自立的な意味付けを授ける可能性を有する限りで、自らを

憎むのである」195 。 

他方でアレントは『精神の生活』で、「意志の発見は、パウロ本人も気付かなかった解答不能な諸問

題を孕む真の意味でのパンドラの箱をすでに開いてしまっていた。以後この諸問題にあらゆるキリ

スト教哲学が悩まされることになった」196と述べている。先述した最高善としての生命へと向かい

うるこの自己否定的な愛（意志）と、人間に固有の意志との葛藤は、人間が神からの離反の下で「自

己への恐れ」を抱き、製作人として世界の物へと執着する、近代の世界疎外のひとつの淵源として

ここで想定されていることが伺える197。それゆえかアレントは、神の恩寵と、与えられたものとし

ての人間的自然とに同時に関わるこの意志の概念を、独自の仕方で意義付けようとするのである。 

 

2. 意志と外的世界 

                                                   
187 LMII, p. 69. 
188 LMII, p. 70. 
189 意志の内的葛藤が開く倫理的地平を論じたものとして、阿部里加「アーレントの意志論における内的能力としての

決意」『一橋社会科学』4号、一橋大学大学院社会学研究科、2012年。阿部はこの意志の分裂が、意志することと否

と意志することとの間の自由選択を可能にしている点に着目する。決意（volition）は、常に誤る行為の中で「自己を

再発見」して自己へと立ち帰ることを促す。阿部によればアイヒマンを例外的に自己との和解へと促したのも、この

自己の内的分裂に由来する決意である（同上、8頁）。 
190 LMII, p. 65. 
191 LMII. p. 70. 
192 LBA, S. 57, 邦訳、110頁。 
193 LBA, S. 62-3, 邦訳、118-20頁。 
194 LBA, S. 64, 121-2頁。 
195 LBA, S.67-8, 邦訳、127頁、括弧内の補足は引用者。 
196 LMII, p. 71. 
197 「自己への恐れと配慮」が世界疎外の弊害として顕在化するプロセスを検討するには、より繊細な議論が必要とさ

れるように思われるが、この点は別稿に譲りたい。 
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上述してきたようにアレントは、内的な自由意志に関する議論がキリスト教哲学に由来することを

強調する。このことは、本章の冒頭でも触れたことだが、公的領域での現われを自由と見てそこに

政治の本質を据えようとする彼女のそれまでの試みからは、位置づけを与え難い議論であり、「矛盾」
198しているとさえ映る。しかしやはり意志の自由は、公的領域での自由の成立を支えているように

思われる。それは、これまで述べてきたような自己が問いとなる上で生じる恐れを和らげ、世界の

物への執着を避け、実在性を確保するものとなり得るのである。先述したようにこの自由は、外的

世界に対する受動性から成り立っていると想定できる。被造物は、その意志する主体が創造された

という事実を否定できず、それゆえ意志の自由は実在する世界によって「厳格な限定」を被るので

ある199。しかしこれは、厭世的な態度が要請されるということを意味しない。善行が悪の到来と不

可避的に結びついているにしても、現実に対して否と言い、世界に背を向けることが奨励されるわ

けではない。平静を得るためには現実を肯定し、出来事が現に生じるのにあわせ自らをそれに従わ

せるよう「意志を鍛え」なければならないのである。つまり意志には、一方には内面を統制する側

面が、他方には外的世界へと従う側面があると想定される。意志はより高次の精神として他の諸々

の精神の作用を束ねる役割を持つ一方で、「意志しない」決定不能という無能力を併せ持つ。意志が

巨大な能力を有するのは、それが精神の中心に位置しながらも、外的経験に対する「脆弱な番人」200

でしかないという、その二重の性質のためである。「この精神の力
・

は、知性でも記憶でもなくもっぱ

ら精神の内部と外的な世界とを束ねる意志を根拠とする。「神による創造の只中での、外的世界にお

ける人間の特権的な立場は、「内的領域でイメージを働かせる」精神による。「しかしそのイメージ

は、外的領域から生じる事物を対象とするのである。感覚しうる事物についてのイメージが記憶の

内に保持されなければ……同じひとつの意志が外的な身体と内的なイメージとの両方に適応されな

ければ……誰も（外的世界に属する）事物を用いる（use）ことはできない」」201。このようにして

アレントは、内面を遡行する意志と外的世界へと関わる意志という二重の意志概念の内に、「世界を

用いる」自由のあり方を模索する。 

感覚器官を外的世界に結びつけ、多様な精神作用を集約するこのアウグスティヌスにおける意志の

統合力は、ふたつの特質を有するとアレントは述べる。第一にそれは活動の源泉となりうる。諸々

の感覚による注意を操作し、記憶に印象付けられる様々なイメージを統括して理解のための材料を

知性に付与することで、意志は活動の基礎となるものを準備する。そして神的なものの介入によっ

てではなく活動を始めることによって、内的葛藤は止み意志は救済される。確かに意志することを

止めて活動を始めることは、選択する自由を代償とする202。しかしアレントはドゥンス・スコトゥ

スの議論から、自由意志の本質は活動（「私はできる」）によって意志がその内側から「限定される」

ところに存するとの想定を取り出して、そこにアウグスティヌスによる意志概念の救済のより精緻

な展開を見る203。スコトゥスは、それ自体が目的である思考や意志のような「全き活動力」は、外

的世界へと関わる製作のような活動への移行を必要とすると述べる。精神が止むことなく活動する

                                                   
198 Suzanne Jacobitti, “Hannah Arendt and the Will,” Political Theory, Vol. 16, No.1, SAGE, 1988, p. 71, n. 15. 
199 LMII, pp. 90-1. 
200 James Martel,  “Amo: Volo ut sis: Love, Willing and Arendt’s reluctant embrace of sovereignty”, Philosophy 
Social Criticism, SAGE, 2008, p.289. 「この二人の思想家にとって「実在性（reality）」は外的世界からのみ到来し、

意志は自らをこの実在性へと開く場合にのみ救済されることができる」（ibid）。 
201 LMII, p.101, 文中の引用は、アウグスティヌス『三位一体論』11巻5章8、強調、括弧内の補足はアレント。 

 
202 LMII, p. 102. 
203 LMII, p. 142. 



39 

 

ことは人間の本性からして不可能であり、外的世界での活動を通じた中断によって初めてその存続

が保たれるからである。「私はできる」の裏側に、意志することが張り付いているかのようである204。 

第二に意志は愛へと変形されうる。活動だけでなくこの愛によっても、意志の内的葛藤は解決され

る。意志はその統合作用という側面から見た場合、愛として規定される。愛が、愛するものと愛さ

れるものを結びつけるように、意志も、見られたものと感覚の内に生じるイメージとを結びつける 。

もっとも意志は知覚の対象を何か他のものに結びつける必要があるのに対して、愛は対象をそれ自

体で「享受
・ ・

」することができる。「意志はいかにして記憶や知性を用いる
・ ・ ・

（use）かを決定する。す

なわちそれは記憶や知性を「何か他のものへと結びつける」。しかし、意志はいかにして「望みの状

態にあるものではなく現にあるものを歓びをもって用いる」のかを知ることはできない。意志は決

して満たされることがないからである。…「愛の力」だけが「偉大であるからこそ、精神が長期に

渡って愛と共に関わってきた事柄を精神の内に引き入れることができるのである」」205。 

意志のいずれの特質においても、特に記憶が重要である。人間は記憶を用いることで、意志による

欲求を通じた客観的対象物への執着を避けることができるからである。「意志の騒動と休みなさを鎮

める愛は、触知しうる物への愛ではなく、「感覚的対象物」が精神の内側に残した「足跡」への愛で

ある。…この愛の場合、精神が知的に把握しうる物へと変形させた持続する「足跡」は、愛するも

のでも愛されるものでもなく、第三の要素である愛それ自体、愛するものが互いに愛し合う際の愛

にほかならない」206。人間は意志を通じて外的世界へと行為し、意志を愛へと変形させる。しかも

この愛は触知しうる対象を持たない、外的世界に由来する記憶という足跡への愛、愛そのものへの

愛である。つまり人間は記憶を用い、それを愛としての意志の中に取り入れる207。 

ここからアレントは、先の存在確証としての愛の概念（「汝存在せんと意志する」）を得るに至る。

意志それ自体が愛であり、意志によって統合された外的世界での記憶を愛するという観点を提示す

ることで、恩寵としての愛と、神秘的に与えられたものへの応答を、ここでも同時に表現している208。

さらにアレントはスコトゥスを参照し、この存在確証としての意志が対象を享受し愛するのは「愛

の活動力」によってであると言う209。精神を束ねる愛の力は休みなき意志を鎮めるものの、それが

感得されるのは、自己充足的で絶え間ない意志の運動が持つ静寂さとしてである210。対象をそれ自

                                                   
204 「活動そのものは原理を持ち、活動を権威づけ「選択」すると思われるまさにその意志に対して、自らの原理をあ

らわにする。活動はある意味で、活動を「意志する」意志に先立っている（そして恐らくはその意志の源泉でさえも

ある）」（Martel, op. cit., p.290）。括弧内の補足は原文による。『人間の条件』においては、行為者は活動を通じてそ

の特質（「何であるか（what）」)とは区別される行為者の「誰であるか（who）」を明らかにするとされている。マル

テルによればこの議論は、活動が内面としての意志に先立つとする見方と平行関係にあるという。 
205 LMII, p 109, 強調は原文。 
206 もっともアウグスティヌスにとってこの足跡への愛は、精神が自己を問い、見いだす中で陥る「恥ずべき誤謬」で

ある。「（自己自身から外に出る）精神は他のものを自己と共に愛することによってそれを自己と混同し、ある仕方で

それと癒着したのである」（アウグスティヌス『三位一体論』第10巻8章11、括弧内は引用者）。 
207 「使用とはあるものを意志の能力の中に採り入れることであり、享受とは、まだ望みの状態にあるものではなく、

現にあるものを歓びをもって用いることである」（『三位一体論』第10巻11章17） 
208 マルテルはここで表現されている愛の概念は神による愛であるとしつつ、『人間の条件』で展開されている「誰」

を開示する愛の概念（「愛は…自己を明示する無比の力と、誰を開示するためのこのうえなき明晰な視覚を持つ」HC, 

p.242）との接点を強調する。「神の愛を通じて自らを愛し他者を愛することは、われわれを自己自身へと開示する。

その愛はあたかも自己の外側からわれわれへと働きかけ、われわれの意志が抱える自己参照の罠からその外側へとわ

れわれを逃れさせることでそうするのである」（Martel, op. cit., p.297）。それゆえアレントがしばしば「反政治的」

とみなす愛の概念は、それが意志から変形したものである点を考慮すると、実は内的領域よりもその外側の世界を好

むアレントにとって政治を根底から支えるものであると言う。このマルテルの指摘を踏まえつつも、われわれはむし

ろ愛が記憶を媒介することで、内的領域としての自己の起源と外的世界とを架橋するという点を強調する。 
209 LMII, p. 144. 
210 LMII, p. 145. 
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体で「享受」するこの活動こそが至福（beatitude）であり、現世での欲求を超越する愛の活動力そ

のものである。人間はこの活動力の経験を通じて未来の至福への暗示を得る。しかもこの愛は、救

済のための愛という欲望に根ざした愛の概念とは区別される211。アレントは意志と外的世界との関

係をこのように描くことで、絶対的未来での享受の追求による自己忘却を回避しつつ、意志の葛藤

を鎮める方途を模索したのである。 

 

3. 世界への愛としての意志 

 

意志が記憶を用いることで、世界の物へと執着することなく記憶を享受する愛（意志）に変形され

るという構図は、すでに学位論文でも示唆されていた。アレントはこれを、至福への意志を規定す

る自己探求の観点から説明する。物をそれ自体として欲求すること、この享受への欲求を根底から

支えている至福への意志は、未来において享受される至福の生に依存しているが、この依存関係は

被造者と創造者の関係にほかならない212。人間はこの至福の生を想起することで創造者へと立ち帰

るからである。人間は、先述した自己の起源へと立ち帰るこの想起を通じて、欲求を未来へと投影

することができる。つまり未来での享受を求める至福への意志は、記憶を通じて過去を再度経験可

能なものとして現前へと置くことによって可能となる。「この想起の関係性こそ、初めて欲求の関係

性を可能にした当のものであった。至福の生が保証されるのは、ひとり記憶によってであり、しか

も現世内の過去を越え出る仕方でさらなる後方を指し示す記憶を通じてである」213。至福への意志

は与えられたものとの関係に依存しているため、現世の物を意のままに用いる絶対的な自由の確立

を目指すものではない。ここでも意志は、外的世界に由来する記憶の遡行によって、適切な仕方で

享受（至福）を志向するものとされている。 

至福への意志は未来を志向するも、このように自己の起源への探求と一体のものである。この探求

は与えられたものとしての世界と自己を見いだすことを契機としてなされるが、先述のようにそれ

は、製作によって世界が疎遠なものとされることによる。製作は罪悪であるが、しかしそれは世界

への愛と表裏をなす。「なぜ罪人が世界であるのか。なぜならば、彼らは世界を愛するからであり、

また愛することによって
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

世界に住まう
・ ・ ・ ・ ・ ・

からである」214。人間の具体的な生をコスモスとしての世界

へと融解するギリシャ的な世界から区別しつつ、アレントは世界に住まう人々によって生起される

世界を想定する。世界は「われわれの意志によって生起し」、その世界は「世界への愛」によって構

成されると彼女は述べる215。意志と同様世界への愛も、罪悪と一体のものとして捉えられている。 

しかし世界への愛は欲求としての愛とは区別される。それは未来との関係から世界を愛する態度で

はあるが、絶対的未来での自足への願望ではなく、世界を超え出て、与えられたものとの関係をも

とに世界を秩序づける。この愛（ディレクティオ）は欲求の対象によって規定されるものでもない。

それは「秩序づけるものが、秩序づけられるものとして共に包摂されるその秩序づけられた世界か

ら生じる態度にほかならない」216。この秩序づけられた愛（ディレクティオ）において世界は、「私

という自己自身そのものとの関係において秩序づけられる。こうした関係が経験される場は、ただ

神および最高善との関係を通じてのみ至福に到達できる人々、つまり隣人たちとの交わりである」

                                                   
211 LMII. p. 144. 
212 LBA, S. 33, 邦訳、66頁。 
213 LBA, S. 32, 邦訳、63頁 
214 LBA, S. 43, 邦訳、81-2頁、強調は原文。 
215 LBA, S. 43, 邦訳、82頁。 
216 LBA, S. 26, 邦訳、51頁。 
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217。アウグスティヌスの内に垣間見たこの愛（ディレクティオ）の概念を手掛かりとして、アレン

トは前述したような、この世で出会う具体的な他者関係としての隣人愛を模索する。世界を秩序づ

ける愛（ディレクティオ）としての世界への愛、世界を生起させる意志は、それゆえ世界に使用対

象物を加える罪悪としての製作と一体でありつつも、先述した「見いだし」と同様世界を疎遠なも

のと認めて活動を始め、他者を隣人となす契機となっている。 

『道徳哲学の諸問題』と題された講義の草稿では、「汝存在せんと意志する」愛の概念は、「私のた

めに世界を構成し、私を世界へと適合させる」世界への愛であると明確に述べられている。存在す

るものを肯定するこの愛の定式は、世界への愛として自己を現に存在するものへと関係づける。こ

の意志は肯定し否定する「裁定（arbiter）」が可能な「最も神秘的な能力のひとつ」218である判断

力を持つとされ、命令する能力を持った意志の概念から区別される。ここでアレントは、パウロや

アウグスティヌスを悩ませてきた意志の葛藤をもたらす命令としての意志を相対化しつつ、そこか

らこの裁定としての意志の概念を取り出したのである。世界への愛は、パウロが発見しアウグステ

ィヌスが展開した自己否定をもたらす意志の概念を、一方では世界を超え出る愛（「私のために世界

を構成する」）として、他方ではその外的世界との関係から、誕生によって「神秘的に与えられた」

存在へと応答する意志（「私を世界へと適合させる」）として、その二重性の内に捉え直したもので

あると言えよう。 

世界への愛をこのように解することで、世界を自由に用いる使用の意義も再度浮かび上がる。学位

論文でのアレントはこの世界の使用の概念を、未来での享受（至福）へと至る手段であり、欲求と

しての愛の実現としていたものの、後に与えられたものとしての世界から生じ世界を秩序づける愛

（ディレクティオ）のあり方を明確にすることで、その物への執着からの自由という特質を、先述

した外的世界に由来する記憶の使用の内に継承させたように思われる。人間は、世界を用いてそれ

を神へと関連づけるように、記憶を用いてそれを愛へと採り入れる。それは自己の外側の何ものか

へと従属する恐れから解放された「世界に対する正しい関係」219の、新たな捉え直しであろう。そ

のようにして人間は、世界の疎遠性を止揚し、その固有の意義を再び世界に与えることができる。

後年のアレントが描く意志の経験の歴史は、自由意志が世界疎外の原因の一端でありながらも、「見

いだし」と同様与えられた存在を起点として記憶を遡行することで、世界へと行為しそれを自由に

用いる契機となることをも示唆していたのである220。 

 

小括 

 

晩年のウェーバーは、公的秩序が「無差別的な愛の倫理」によって根こそぎ破壊されるのを避ける

べく、政治的行為を方向づける倫理を次のふたつに区別して、そのいずれをも兼ね備えた「指導者」

                                                   
217 LBA, S,26, 邦訳、51-2頁。 
218 Hannah Arendt, Some Questions of Moral Philosophy, in Responsibility and Judgement, ed. by J. Kohn, 

Schocken Books, 2005, p. 131. 
219 LBA, S. 22, 邦訳、44頁。 
220 マルテルの想定によれば、未来へと作用する主権の概念やスコトゥスにおける意志の葛藤についての議論を通じて、

アレントは、計算不可能な未来を統御しようとする意志を「限定」することの内に、実在性の感覚を保証する自由の

本質を見ようとしていた。「（自由選択の意志（liberum arbitrium）に対立する意味での）自由が受け入れられるには、

未来は計算不可能であるべきだが、かといって計算不可能になりすぎないことが意志にとって絶えず必要とされる」

（Martel, op. cit., p. 302、括弧内は原文）。アウグスティヌスにとっては意志の葛藤による決定不能性を神の愛によっ

て鎮めることが目指されるのに対し、アレントにとってはまさにその決定不能性が政治の基礎として保たれる必要が

あると言う（ibid., p.312, n. 57）。もっとも実在性の感覚を保証する自由は、自由選択の意志と地続きのものであり得

よう。われわれとしては、アレントはアウグスティヌスを批判的に解しつつも、かかる「限定」のあり方をその思想

の内に最初期から模索していたと考える。 
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を「召命」としての政治の担い手として提示していた。周知のようにそれは、手段の善悪よりも起

こりうる行為の結果を重んじる責任倫理と、動機の純粋さによって人を共感させる心情倫理である。

この議論の背景には、魂の救済の手段であった世界内禁欲が、宗教的・倫理的意味を剥ぎ取られた

「鉄の檻」としてやがて経済活動全体を規律し、感情を欠いた人間を生むという、かつて自らの大

著で描いた逆説的な精神構造への危機意識が横たわっている。崇高な目的を追求する政治的指導者

は、厳格な規律がもたらす不測の不正義には往々にして無自覚であり、人間性を欠いた多くの追従

者を生むことで目的そのものが反故にされる。この手段に伴う暴力性が「悪魔の力」として徘徊す

る世界の中で、これを見抜いて生の現実に「内面的に打ち勝」ち、どんな希望の挫折にもめげない

「堅い意志」を持つことが、かかる「倫理的パラドックス」に対峙する指導者に求められる。一方

では現実の事柄やそれを司る神への「情熱的献身」が、他方ではその事柄や自己自身を距離を置い

て見る「判断力」が、いずれも「不可能事」に「穴をくり貫いていく」政治に必要とされる221。 

本稿で見たような、アレントがアウグスティヌスの諸概念を受容する中で会得した現実世界との対

峙の仕方は、この指導者像に現われているウェーバーの政治への洞察と多くを共有している。意志

は、行為者が自らの罪悪への意志と葛藤しつつ、それを愛へと変形させることで現実の事柄に向か

って適切な仕方で関わる契機となり、また「見いだし」は、世界の事柄に執着する自己を距離を置

いて眺め、与えられた外的世界と関わる中で、神に献身するとまでは言わないにしても新しい始ま

りという奇蹟へと開かることで、適切な他者関係を形成する契機となる。そして何よりもアレント

は、目的へと至る最善の手段の選択に――その基準が自己の外側に存するか自己を規律する人間の

知性によるかにかかわらず――不可避的に伴う「悪魔の力」を剔出し、近代の世界疎外の萌芽であ

る使用と享受の位置づけを改めることでこれを馴致しようと試みたのであった。自らの権能の欠如

への恐れが、自己否定的な愛による他者の具体性の毀損をもたらし、「用益の用益とは何か」を問い

続けることによる世界の物の喪失をもたらす様を描くことで彼女が模索したのは、行為者が世界の

外へと逃れるのでも自己へと内閉するのでもなく、記憶を用いる意志と記憶の足跡を享受する愛を

通じて行為の始まりを導く原理である。世界疎外を穏やかなものにして受け入れるこのようなアレ

ントの試みは、荒野としての世界の内に踏みとどまり、現実の生に「内面的に打ち勝つ」態度の具

体的なあり方を示すものであった。 

 

第三編 アレントにおける見えるものと見えないもの 

 

はじめに――アレントにおけるアイデンティティーの問題 

 

1975年――アレントは自らの死が間近に迫る中ソニング・プライズ・スピーチ（Sonning Prise 

Speech）と題された講演録で、自らを「活動する者（actor）」になぞられながら、現われとアイデ

ンティティーの緊張関係と言うべきものを提示していた。光に照らされた檀上に登るアレントは、

舞台上の役者さながら「世界から割り当てられた仮面と役割」を身にまとう、「公の人物（public 

figure）」として現われる。自らの声を「響かせる」ことのできるその役割は、しかし人間の魂が自

己の内奥から呼び出す「良心の声」をも伝えることはない。壇上でのペルソナは職業の如く「交換

可能」な役割にほかならず、所謂「譲渡不可能な権利」との言葉が示すような、自己のアイデンテ

ィティーを不断に構成する譲渡不可能（inalienable）なものを意味しないのである。 

アレントはまた講演の最後で次のような心情を吐露している。「（会が過ぎると）私は役割や仮面

の交換から逃れられるばかりか……アイデンティティーを帯びた裸の「このもの（thisness）」と共

                                                   
221 ウェーバー『職業としての政治』脇圭平訳、岩波書店、1980年、99-105頁。 



43 

 

に舞台に立つことからも逃れられるのです……。どんな形にせよ私たちをこれこれのもの（such 

and such）として
・ ・ ・

、私たちが元々はそうでない
・ ・ ・ ・ ・

何か（something which we fundamentally are not）

としてのみ承認されてしまうような承認への誘惑に駆られることはなくなるのです」222。現われの

空間における承認（recognize）が対象とするのは、「これこれのもの」としての何かという矮小化

されたアイデンティティーでしかないとの指摘である。通常は他者に承認されることが目指され、

確固としたものとしてどこかに存在すると想定される自己のアイデンティティーと活動が、実はそ

れ自体が予測され得ない、脆弱なものでしかないという批判的想定が見られる。承認とは、実は他

者と共有する未来の偶然性へと開かれた一時性（temporality）に立脚した脆弱なものでしかなく、

それゆえ「私たちが本当のところすでに
・ ・ ・

そうである誰（who）として」他者に「承認」されること

を要求する所謂「承認の政治」には、その挫折の不可避性が当初から内包されている。「承認への誘

惑」を警戒するここでのアレントの発言と、結果の不可予言性を強調するかつての自らの活動概念

から、承認の政治に対するこの種の批判が導かれるのである223。 

我々がこの発言に関して強調したい第二の点は、「承認への誘惑」という自然的自我から生じる欲

求と、「仮面」を被ることによるその抑制という構図である。『革命について』によれば、自然人に

付与される法人格（person）の語源であるこの仮面（persona）は、自然人の欲求を公的な個人の

権利として表明する上で作用する防御装置であり、それを通じて「人間の根源的能力が発揮」され

る224。決してアレントは、フランス革命を恐怖政治へと導いた自然人の論理を不要なものとして退

け、マキャベリ的な意味での政治の樹立に固執したわけではなかった。確かにその人の「誰（who）」

を最も明晰に開示するのは、「脱俗的」で「反政治的」な、キリスト教の愛の視覚（vision）による
225。しかし神による愛に類比するこの愛も、意志の破壊力を和らげるという点では政治的な意義を

有している226。アレントにおける政治的空間は、現われへの衝動、あるいは「誰」を開示させる他

者の視覚と、それらを抑制する「仮面」との間の絶えざる緊張関係から構成されるのである。 

さらに『人間の条件』では、この自己のアイデンティティーの開示が、個人の生の終焉を待って

初めて実現されると述べられている。語り（speech）と行為（action）によって開示されるこの「誰」

は、活動の最中は予測し得ず触知し得ないものであり、死後初めて他者に「見られ（visible）」現わ

れるに至る。ダイモンとして名指される、個人に独自のこのアイデンティティーは、永続した状態

のエウダイモニア（幸福）として個人の生命そのものを表現し、それゆえに死後生涯の物語として

のみ知られ、理解されるものである。それはオイディプスに取り付くダイモンのごとく、当の死す

べき行為者には見えない（blindness）が、彼の運命を知るコロス（あるいは観客）のような他者に

のみ見える227。 

アレントにおけるアイデンティティーの問題に関する最後の、そして最も重要な問題は、アイデ

ンティティーを規定することの不可能性に孕まれる重要性が、『人間の条件』においては「人間」と

いう概念を神との関係で提示することによって示唆されていたという点である。アレントがアウグ

スティヌスを参照しつつ述べたところによれば、「私は誰か」という問いに対して神は、「お前は人

                                                   
222 Hannah Arendt, “Sonning Prize Speech.” page number. 013992, Copenhagen, Denmark, April 18, 1975. Box 

78, Hannah Arendt Papers, Manuscript Division, Library of Congress, Washington, D.C. 

（http://memory.loc.gov/ammem/arendthtml/arendthome.html）, 強調は原文。 
223 Markell, Bound by Recognition, pp. 14-5. 
224 毛利透「アレント理論における法」『理想』690号、2013、116頁、OR, pp. 105-7。. 
225 HC, p. 242. 
226 本稿第二編。 
227 HC. pp. 192-3. 

http://memory.loc.gov/ammem/arendthtml/arendthome.html
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間である」と答える一方で、「私は何であるか」という問いは「神の自然・本性に関する問い」でし

かない228。「お前は人間である」との回答は「誰」というアイデェンティティーに対する肯定的な

規定であり、それゆえこれは、先述した「活動」に関するアレントの主張と矛盾するのではないか

との疑問が生じる。この疑問に答えるためには、マルクスによる「人間」規定に関するアレントの

議論を参照する必要がある。「人間の類的存在からの疎外」（人間の人間からの疎外）は、自己疎外

に関するマルクスの分類において最も重要なものであると彼女は述べる229。それゆえ「誰」を「人

間」として規定することは、神からの極度な離反を示唆しているように思われる。神は、お前は「人

間」であるとすでに答えてしまっており、神のみが知る「人間という何か（something of man）」

であると答えたのではないからである。これは、人間はもはや神の応答を期待できないということ

を意味している。それは神が不在であるからというだけではなく（マルクスは宗教批判から自らの

議論を展開した）、神はすでに応答してしまっており、「お前は誰か」との問いは、もはや「神学上

の問い」ですらないからである。 

それゆえかような神からの離反は、人間にとって深刻なものであるといえる。人間は神に見捨て

られた状態で悲劇的世界を生きるほかないからである。人間は人間の「条件」を規定することしか

できないとアレントは述べる。マルクスを含む哲学者達は、人間の条件ではなくその自然・本性を

規定しようと試みる誤りを犯してきたのである。この観点からわれわれが推察しうるのは、「類的存

在からの人間の疎外」が意味するのは、人間は疎外を乗り越えたとしても何か本質的なものを自ら

見出せることはできないということである。この種の疎外が重要である理由は、行為者のアイデン

ティティー（「誰」）は神がすでに「人間」として提示した肯定的なものであり、そして（あるいは

にもかかわらず）同時に否定的なもの、人間の問いに答える神の不在でもあるということを、この

疎外が間接的に明らかにしているためである。マルクスは、「人間の自然・本性」に基づいて何かを

生産しうる「社会化された人間」を提示することで疎外の乗り越え試みたのだが、アレントは――

われわれの想定では――人間の自然・本性に伴うかかる否定性（あるいは両義性）のうちに政治の

本質的部分を見ようと試みたのである。 

これらの観点から導かれる政治は、アイデンティティーの承認への誘惑と、その不可避的な挫折

との間の緊張関係に絶えず身を晒すよう強いている。アレントは、単にありのままに「誰」が可視

化される現われの空間を望んでいたわけではなかった。「見られる」ことへの誘惑に抗しながら、し

かし絶えずこの世で不在のものを「見ようと」試みる中で、世界との平穏な関係が実現される。個

人の生命はかような見えないものとして構成されるが、この見えないものは、生命の痕跡としての

記憶を時間的に後の者が言葉を通じて「物化（reification）」することで、初めて「見える」ものと

なるのである。時間を隔てて作用し合うこの両者の関係が、アレントにおける政治を構成している。

それゆえ政治は、生のただ中で自己の見えないものを見ることの不可能性と、それがもたらす緊張

を、受け入れつつ穏やかなものにしていく不断のプロセスに相違ない。晩年のアレントは、光輝く

領域に伴うこの緊張から「逃れ（free）」、死に類比する闇の領域へと退避することを望んでいたわ

けではなかった。 

以下ではこのような意味での政治の内実を明確にするため、まずはアレントによるマルクスの労

働概念の批判を取り上げ、この世における現われの政治の直接的な実現への批判的観点を提示する。

ここでは、アレントの言う権力が政治の本質であると同時に破壊的な事態をを帰結しうるという悲

劇的な事態が明らかになるはずである（第一章）。次いで恐怖政治をもたらしうる「自然人の欲求」

を和らげる方途を「使用」と「思考」の概念の内にみる（第二章）。さらにアレントにおける見えな

                                                   
228 HC. p. 11, n. 2. 
229 HC, p. 89, n. 21. 
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いものを見るという思考の意義を、ハイデガーのアナクシマンドロス解釈の内に確認する（第三章）。

そうすることで、前述してきた記憶を用いる意志、悲劇的世界の乗り越えの原理としての始まりの

概念がハイデガーの思想の内にも示唆されていたことが明らかになるはずである。 

 

第一章 アレントのマルクス批判 

 

1. アレントの「労働」批判――その「疎外」論の観点から 

 

アレントはすでに『人間の条件』で、人間の本質的なアイデンティティーを「見ること」の不可

能性を、「天才」である芸術作品の作者が不可避的に被る苦境として提示していた。「生きた人物の

鏡」として作品を解釈しようしても、その作者の「誰」は決して現われない。創造者もその作品を

通して自己を「鏡の中の、限定された存在としてのこれこれのもの（such and such）」として眺め

る定めにある230。天才の作品の卓越性は自他共に認めることであり、実際そこには「行為と語りに

おいてのみ直接表現されるような差異性と唯一性の要素を含んでいるように思われる」が、それゆ

えに作品は人間より優位に立つ。創造者としての人間が創造物によって産出される231という倒錯し

た事態が生じるのである。 

 製作の対象物の喩えをこのように作り手を映す「鏡」として提示することでアレントは、「世界疎

外」の内に生きる人間が被る、物との関係の宿命を描こうとしていたようである。世界疎外は自己

への内閉による世界との距離の増大として特徴づけられる。世界疎外の時代において人間は、超越

的世界の喪失と共に「（この世界ではなく）自分自身に投げ返され」、魂や人格よりも「もっぱら自

己に対して関心を注ぎ、世界や他者との経験をすべて人間内部の経験に還元しようとしてきた」232。

アレントはマルクスが描く理想化された社会では、この世界疎外が明確に現われていると述べる。

「なぜならそこでは人びとは自分の個性、自分の特殊性を対象化する（ objectify, 

vergegenständlichen）ことができ、その真の存在（being）を確証し現実化（actualize）すること

ができるだろうからである。すなわち「われわれの生産はわれわれの存在（Wesen）がそれに反射

して輝く鏡と同じようなものであろう」」233「マルクスの考えたような自己疎外ではなく、世界疎

外こそ、近代の品質証明なのである」234。自己疎外が克服され、本来的な労働による対象化が実現

されたとしても、人間は世界の事物に関心を向けることなく自己へと内閉し続ける。 

 「製作（fabrication）」とは本来、人間の住処となる「世界の物」を作る営みであった。ところが

近代の人間は、それ自体で安楽や利得を生む物を作ったとしても、安楽や利得の意味は何か、「用益

（use）の用益とは何か」と問い続ける「無意味性（meaninglessness）のジレンマ」に陥り、目的

                                                   
230 HC, p. 212. 

231 アレントがここで念頭に置くのはヴァレリーによる次の一文である。「創造された創造者
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

。長期の製作を終えた者

が目にするのは、結局のところその作品が、自分自身が望んでおらず、考えてもいない存在（un être）を形成してい

るということであり、まさに自分でそれを産み出したがゆえに、自分がその作品の息子になったと感じる耐え難い屈

辱を受ける、すなわち、否定しようのない特徴、そっくりの姿、癖、限界、鏡をその作品から引き出す耐え難い屈辱

を受けるのである。その存在は、彼が鏡に映しているより劣ったものであり、彼はその鏡のなかに限定された（limité）

ものとしての存在を見る、それはこれこれのもの（tel et tel）である」（HC,p.212.n.43）。 
232 HC, p. 254. 
233 ターはこのマルクスの言明について次のように論じている。「主客関係についてのこのような外化のモデルには、

政治的に活動する人間の複数性のための余地があり得るということが、まったく見えてこないのである。･････対象的

世界を、主体の本質諸力が（疎外され）外化されたものへと還元してしまうことは、行為から切り離された効果によ

って疎外を規定したマルクスの批判が有している不透明さを含意している」（Winfried Thaa, “Hannah Arendt: 

Politik und Weltentfremdung,” Politische Vierteljahresschrift, 38. Jg. 1997, Heft 4, S. 703-4）。 
234 HC, p. 254 and n. 4. 
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への手段としての「有用性」（効用それ自体の主観性）そのものが有意味となる「人間中心的な世界」

に住まうことになる235。このような世界疎外の時代には一切の物は固有の価値を失い、人間に従属

する。有用な物を製作するという製作人の特質が徹底化された結果、逆説的にも人間の主観的な価

値が優位に立つに至るのである。芸術作品は、依然として「世界の物」としての役割を備えるはず

であったが、先述した「天才」の現象に見られるような、決してありのままには現われない、矮小

化された「自己」を映すものとなった。近代の商業社会に顕著であるこのような「人間の非人格化」

の克服を試みるマルクスの自己疎外論も、自己への内閉に囚われたままであった。 

  世界の物を無価値とするこのような近代の製作人のあり方は、「人間は使用対象物の尺度である」

とするプロタゴラスの人間中心主義にも見られる236。それゆえアレントによって、物を労働過程の

機能に還元したとして批判されるマルクスは、このような「主観主義」の原型とされるプロタゴラ

スの後継者であると見なされてきた237。しかし、以下で見る人間の自然過程への消失という世界疎

外の特質を念頭に置くならば、アレントのマルクス批判の意義が、そのような「主観主義」批判に

還元し得ないものであることが明瞭になると思われる。 

アレントは、世界疎外に類似し、さらにそれ以上に重大な事態として「地球疎外」を挙げている。

それは、望遠鏡の発明に代表される科学の進展によって人間と外的世界との間の距離が縮小しつつ

も、むしろある意味ではいっそうその距離が広がるという事態である238。自然や宇宙の事物は観測

器具で把握されるようになるにもかかわらず、観察器具に現われる仕方でしか現われない。「私たち

は客観的な特質の代わりに器具を見いだしているのであり、自然や宇宙の代わりに――ハイゼンベ

ルクの言葉を借りれば――人間はただ自分自身と遭遇する」239。「われわれには宇宙は条件つきで

しか現われない、つまり地球上の生命のパースペクティブにしか現われないことを示しているよう

に思われる。これがガリレイ以来の自然科学のパラドクスである」240。地球疎外の時代には、デカ

ルトによる感覚への懐疑に見られるように、感覚と、外界の実在性が乖離する事態が生じる。この

時人間は、観測器具を「製作」することで自然へと介入していく過程そのものに自己の実在性を見

出すようになる。来世を失った人間は自己自身へと投げ返され、さらに「貪欲と欲望」を唯一の内

容とする、自然過程としての「生命過程」へと投げ返される241。現われ、自らを開示するのが「存

在」の本質であるならば、「見えないものにとどまる」ことが「過程」の本質であり、あらゆる自然

的個物の意義はこの過程で果たされる「機能」から導かれるようになる242。対象物を生み出す労働

も生命過程のひとつの機能として捉えられ、マルクスが述べたような、「思考過程そのものが自然過

程である」243という事態が生じる。 

  それゆえ先述した、労働が果たす自己の存在の対象化は、「見えない」生命過程を対象物の内に出

現させ、そこに自己の個性（アイデンティティー）を「見る」という、世界疎外・地球疎外の時代

の絶望的な試みに相違ない。他方で先の天才の「自己疎外的」とでも言うべき世界の物との関係は、

そのような時代において、自己の存在や個性を直視することへの違和の表現であったと解しうる。

前者では労働（labor）という自然過程の論理にしたがった生命過程の欲望が表現され、後者では芸

術作品の製作を通じて作者の「限定された」アイデンティティーが表現されている。次節ではこの

                                                   
235 HC, p. 155. 
236 HC, p. 158. 
237 Barbara Cassin, L’effet sophistique, Gallimard, 1995, p. 262, Jennifer Ring, “On needing both Marx and 

Arendt‐Alienation and the Flight from Inwardness,” Political Theory, August, 1989, p. 433. 
238 HC, p. 251. 
239 HC, p. 261. 
240 「1956年1月」、アレント『思索日記 II』青木隆嘉訳、法政大学出版局、2006年、135頁。 
241 HC, pp. 320-1. 
242 HC, pp. 296-7. 
243 HC, p. 321. 
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ようなマルクスの労働の理解がもたらす弊害を検討する。 

 

2．生命過程としての権力――権力概念の両義性 

 

アレントにとって権力（power）は、語りと活動を通じて人々の間で現実化される潜在力である

とされる244。この側面を強調するならば、それは現われの空間でアイデンティティーの開示によっ

て達成される「政治」に密接な概念であることが推察される。しかし以下で見るように権力は、本

部冒頭で示唆したような生命力の直接的な発現を契機とした崩壊の危険を常に孕んでいる。それゆ

え権力の適切な現実化は、自己開示への衝動とその限定とのせめぎ合いの内に可能となるべきもの

である。 

 アレントは、マルクスと全体主義との関連を研究する中で書かれた草稿で、権力は生命の原理と

同様、目的によって正当化され得ず245、しかも「始まり（アルケー）」と密接な関係があると言う。

権力は共同体の創設時には即物的な暴力と結びつくものとして理解されるが、しかしその後にも複

数の人々によって構成される潜在的な能力として存続し、この意味で生命と同様正当化されるのを

拒む246。日記では、権力が生じる複数性の領域において「始まり」が実現し、人間は「自分自身を

絶滅させるような世界を打ち建てる」247とまで述べられている。 

  潜在性としての権力が自ら瓦解する道筋は、モンテスキューに仮託して説明される。『人間の条件』

の「人間事象の脆弱さ」と題された節では、活動は出生という人間の条件に根ざすために制限を破

壊する側面があるとされる一方で、モンテスキューが法を境界や制限ではなく「異なった存在物の

間に存する関係（rapports）」と捉えていたことが強調されている248。モンテスキューは「権力だ

けが権力を拘束する」249と述べ、権力を抑制する方途を権力の中に模索し、合法性の枠内にあって

も専制に堕する危険があることを指摘していた。「（平等に基づく統治構造の持つ危険性は）互いに

権力が相殺されてしまい、ついには無力さ（impotence）に疲れ果ててしまって、皆が専制（tyrannical）

統治を受け入れる気になってしまうことである」250。この統治形態では「人間的な可能性」が平等

                                                   
244 これとは反対に、権力を共同体における諸個人の力の総量として捉えたのがホッブズであった（「1952年1月」、

Arendt Denktagebuch Erster Band（以下DTIと略記）, S. 160f, 『思索日記Ⅰ』青木隆嘉訳、法政大学出版局、2006

年、209-10頁）。 
245 アレント『カール・マルクスと西欧政治思想の伝統』佐藤和夫編、アーレント研究会訳、大月書店、2002年、76

頁（以下『伝統』と表記）。ハーバーマスによる解釈が例として挙げられる。彼によると、アレントにおいて権力とは、

人々が何らかの抵抗運動を志すときに人々の間で生じるものであり、実践において確証されるものなのである（ハー

バーマス「ハンナ・アレントによる権力（Macht）概念」『哲学的・政治的プロフィール（上）』、小牧治、村上隆夫訳、

未来社、1984年、338頁）。これに対してタッサンは、アレントのアリストテレス解釈を手がかりとし、さらにシュ

ールマンに依拠しながら、彼女の権力概念のアナーキズム的な側面を強調する。「アレントが展開する活動概念は、手

段や強制へと還元する権力の道具化に対峙しつつ、政治的権力における権力の非目的論的な次元と無支配的

（anarchique）な次元の二重性を承認しうるものである。･････権力の無‐目的論的な次元は、その無‐支配的

（an-archique）な次元から切り離しえない。権力についてのアレントの考えはあらゆる道具化に対抗するものであっ

たとしても、しかしながらそれはハーバーマスが考えたような、権力関係の戦略的次元への固持すなわち人間関係全

般を統括する影響や圧力や操作の絡み合いへの固持ではない。というのも、むしろアレントが試みたのは、ライナー・

シュールマンの定式に従えば「政治的諸領域の脱構築」なのであって、この点でハーバーマスは依然として政治的諸

領域にとどまったままなのである」（Tassin, Le trésor perdu: Hannah Arendt, l'intelligence de l'action politique, 

Payot.1999, p.499-501）。 
246 『伝統』、81-2頁。 
247「1952年1月」、Denktagebuch Erster Band, S.161,『思索日記Ⅰ』、210頁。 
248 HC, p. 190, n. 17. 
249 OR, p. 151. 
250 『伝統』、98頁、First draft, 3 folders, image 37（以下のアドレスの原文を適宜参照した、

http://memory.loc.gov/ammem/arendthtml/）。 
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に与えられる一方で、大衆に直面し無力で孤立する恐怖を抱く可能性をも生じさせる。この恐怖は、

「無力という権力への意志」（will to power of impotence）251、「支配するかあるいは支配されるこ

との意志」にほかならず、「歪んだ民主主義（perverted democracy）」に由来する「行き渡った無

力（general impotence）」から生じるとされる252。歪んだ民主主義は他者に対する無力、さらには

「無力という権力への意志」という倒錯した権力を生じさせ、それが相殺し合って専制を帰結する

のである。以下でも見るようにアレントは、このモンテスキューの権力概念をニーチェの「権力へ

の意志」との比較のもとで解釈しているようである。 

  『人間の条件』においては、この歪んだ民主主義に類する衆愚政（ochlocracy）あるいはモッブ

支配253が、社会的な領域の勃興との関連で論じられている。これらの統治形態では、芸術家を初め

とする弱者の団結で生じた権力が強者の力能（strength）を脅威に晒す一方で、その弱者自身の権

力をも腐敗させてしまう。権力が他者との間で現実化される潜在力であるのに対して、力能とは個

人に帰属する力や能力を指している。「暴政とは、権力を暴力に代えようとして常に流産に終わる企

てのことであると言いうるなら、ちょうどその対応物である衆愚政あるいはモッブ支配は、力能を

権力に代える、暴政よりはるかに成功しやすい企てであると特徴づけることができよう。権力は、

実際にすべての力能を滅ぼすことができるし、主要な公的領域が社会であるようなところでは、「共

に活動すること」の歪んだ形態
・ ・ ・ ・ ・

（perverted form）――徒党の圧力や策略――によって、なにも知

らずなにもできない人びとが前面に出てくるという危険性が常にあることが知られている。近代に

なって最良の創造的な芸術家、思想家、学者、工芸家のある人たちは、暴力への激しい渇望を示し

ているが、これは、社会によって力能を奪い取られ
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

ようとしている人びとの自然な反応である」254。

アレントは、この弱者の「最も危険な悪徳」はニーチェが述べる「権力への意志」にほかならない

として、彼の次の言葉を参照する。「人間に対する無権力（Ohnmacht）こそが現存（Dasein）に

対する最も絶望的な不快感を生む」255。ニーチェは『権力への意志』のこの箇所で、支配される側

が、権力ある者をあえて自らの「処刑者」たらしめ自らを破壊し、そうすることで逆に自らも権力

を意欲するという意志の構造をニヒリズムとして描いていた256。公的領域が社会となる近代では、

人間は多数の他者に直面して孤立し、潜在性としての権力を現実化できず、個人の力能を滅ぼすに

至るのである。 

  前節で述べたような、生命過程が人間の活動を覆い、労働がその主要な機能として際立つ「社会」

では、生命維持にのみ関わる労働が公的な意義を持ち257、「多数者をひとつのものにする統合性

（unitedness）」によって個人はアイデンティティーを奪われる258。この統合性は、等しくない者

                                                   
251 impotenceは、powerlessnessに抹消線が引かれた上に書き込まれたものである。ところでJ. コーンはこの箇所

を“will to power from impotence”「無力から権力へ向かう意志」と表記している（Arendt, “Montesquieu’s Revision 

of the Tradition,” The promise of politics, ed. J. Kohn, Shocken Books, 2005, p.69, アレント『政治の約束』高橋勇夫

訳、筑摩書房、2008年、98頁）。しかし、直後に「支配されることへの意志」と書かれていることから考えても、こ

こは草稿の表記の通りofを読み取り、それを同格と解して「無力という権力への意志」と訳すべきであろう。 
252 『伝統』205-6頁、Second draft, PartIII, image 19. 
253 モッブの説明は、アレント『全体主義の起源3・全体主義』大久保和郎、大島かおり訳、みすず書房、1974年、

第一章を参照。 
254 HC, p. 203-4, Vita activa: oder Vom tätigen Leben, Piper München Zürich, [1960] 2002, S. 256-7（以下VAと略

記）強調は引用者。 
255 HC, p. 204, n. 31, VA. 462, n. 31. 
256 ニーチェ『権力への意志（上）』（No. 55）原佑訳、筑摩書房、1993年、69-76頁。 
257 HC, pp. 43-9. 
258 HC, p. 214. 
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（unequals）による政治的共同体とは異なり、平等にもたらされる「超越的経験」としての生と死

という「同一性（sameness）」によって構成される259。このような「反政治的」な同一性が浸透し

社会の大衆化が進むと、個人が活動し語り得る労働運動の潜在的権力は行き場を失い260、労働者は

労働を生命維持の手段としてのみ捉え、自己の機能性を際立たせるほかなくなる。「社会によって力

能を奪い取られ」るとは、先述したような「見えない」労働過程の内に自己のアイデンティティー

が消失する事態であると言えよう。 

  労働は社会という世俗的領域の主要な機能であるが、生と死がもたらす同一性に根ざすことで超

越性を帯びる。アレントは、マルクスが「神が人間を創造した」という教義に対抗して「労働が人

間を創造した」と述べていたことを重視する261。「私自身が私にとって問いとなる（questio mihi 

factus sum）」アウグスティヌスによる人間の自然・本性に関する問いは、人間を創造した神によ

ってのみ回答し得る「神学上の問い」であった262。人間は自己が「誰」であるかについて、神が被

造物の自然・本性を知るようには知り得えない。それを試みる哲学者たちは、結局のところ神的な

ものと同一視される観念を作り出すことになるとアレントは述べる。彼女はここでマルクスの名を

挙げていないが、その哲学者のひとりと考えていたと思われる263。観想的営みが労働に優位すると

いう伝統的な秩序に抗してマルクスは、生と死という「超越的経験」に根ざす労働を人間の自然・

本性を説明するものとみなした。「（理性的動物という人間規定とは異なり）労働する
・ ・ ・ ・

動物
・ ・

は、地上

に住む動物種の中で唯一の、せいぜい最高のものであるというに過ぎない」264。しかしマルクスに

とって労働は、「誰」を開示する愛の視覚（vision）のごとく生産物の内に自己の個性を対象化する

ことで、見えない生命過程の機能以上のものになりうるかのように思われたのである。 

 アレントはマルクスにおける労働力（labor power）の概念に着目し、それは「自分自身の「再生

産」に必要とされるもの以上の「剰余」を生産することができる」265ことを強調した。労働力は「生

命以外のものを「生産する」」ことは決してなく、その剰余を一定の方向に結集させることで万人の

生命を支えることができる。実際マルクスは「労働を生殖と並べて考えており」266この意味で彼の

労働理論は「生の哲学や生それ自体への賛美」267に基づいている。『精神の生活』においてこの「剰

余（surplus）」は、ニーチェの権力への意志に類比するものとされている。「マルクスと同様ニーチ

ェに従えば、剰余
・ ・

（surplus）はあらゆる文化の十分条件を構成する」。ニーチェにとって剰余は、

                                                   
259 HC, p. 215. 
260 ツァオによるとアレントは、この「労働運動」の節において、政治にかかわる現代の労働者を、古代ギリシャの権

力のあり方に対置させつつ評価しているのだという。彼はアレントが、古代ギリシアの政治観を称賛したわけではな

く、現代において活動が不在であり、活動が何であるのかを知るのに失敗している現状を嘆いているのだとみなす（R. 

T. Tsao, “Arendt against Athens,”Political Theory , Feb, 2002, p. 118, 122. n.34）。他方で宇仁はアレントのマルクス

批判を引きつつ、分業の深化が進むと労働者は政治からの暇を得て私的領域に逃げ込んでしまい、労働者による政治

参加が達成されない現状を指摘する（宇仁宏幸「機械と労働の新しい構図のために」『現代思想』29（5）、青土社、

2001年4月、148-50頁）。宇仁によればこのアレントの批判は、労働者が能動的な主体となりアソシエーションと社

会的コミュニケーションを通じて自らの力を増大させるような、マルクスに関する新たな理論的展開の不在を突いた

ものであるという。他に、S. ウォーリン『政治とヴィジョン』佐々木毅他訳、福村出版、2007年、544頁以下を参

照。 
261 HC, p, 86, n. 14, 『伝統』、40頁。 
262 HC, p. 10 and n. 2. 
263 cf.『伝統』、23頁。 
264 HC, p. 84, 強調は原文。 
265 HC, p. 88. 
266 HC, p. 88, n. 20. 
267 VA, S. 439, n. 23. 
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日常で要請されるものを越え出て自己卑下へと向かう「感情の強さ（strength of feeling）」であり、

「我意志すれども能わ
・ ・

ず
・

（I-will-and-I-cannot）」という事実上の無力から生じる意志である268。先

述した定式を用いるならば、それは自己破壊的な帰結をもたらす「無力という権力への意志」とし

て説明しうるのである。剰余を感情の内に留めず、万人の生命を支えるものへと発展させる労働力

（labor power）は、生命と同様正当化されない権力（power）に文字通り類比した潜在力として、

自己破壊をもたらしうるであろう。実際アレントは、マルクスは人間の生産性を発展させる力とし

ての労働力が革命を通じて明るみに出たものとして暴力を規定していたと指摘していた269。 

  他方でアレントにとってこの「意志すれども能わず」との定式は、「具体的」な自己を生じさせる

ものである。「自己は具体的
・ ・ ・

であって、つまり形式的であり続ける意識の自己ではなくて、一般に意

志においてのみ経験される。･････自己は、意志すれども能わず（Ich-will-und-ich-kann-nicht）と

いう。「意志する（Wollen）」に対する「能わず」のうちに自己が現われる。たとえば生成に存在の

特徴を刻印できず、あるいは時間を静止させることのできない不可能性
・ ・ ・ ・

のうちに、自己が現われる。

意志は人間がもたない
・ ・

（nicht）権力への意志である。権力への意志が顕わにするのは人間の無権力

である」270。それは「我能う」生命力の倒錯した実現ではなく、その否定によって限定されること

で確証を得る自己であると言えよう。権力は活動と同様に無制限なものであるが、唯一の限界は他

者の存在であった271。それは他者の間で現実化されることで自己の存在を確証する契機となり、そ

の時生の実在性も得られるであろう。しかし必ずしもそれは、自己の生命が完全に可視化されるこ

とを意味しないのである。次章で見るように、「限定された存在としてのこれこれのもの」として表

現されるような人間と物との関係も、ポジティブな意義を持つように思われるのである。 

 

小括 

 

宗教が幻影とされて後退し人間主義的な思想がそれと入れ替わる節目の時期に、フォイエルバッ

ハは単なる幻影・イメージに現実（realities）を僭称させる態度を批判した272。そこには直後に出

現する写真技術への暗黙の批判が込められていた。写真は、現実の解釈としてのイメージであるば

かりか、人物の「足跡」のように現実から刷り出された「痕跡」として、すなわちイメージであり

ながらもそれ自体が現実性を帯びたものとして、人間の現実的なものへの要求に応える。人間が「事

物よりもイメージ」、「現実よりも表象」、「存在よりも現われ」を好み、しかもそうであると知りな

がら行うのが近代という時代の特質である。 

宗教を「人間精神の夢」として、現実的と考えられてきたものを単なるイメージとして告発する

                                                   
268 LMII, p. 169, 強調は原文。 
269 BPF, p. 22 and 35. パレークは、マルクスにとって暴力は、新しい社会秩序を生み出すための手段に過ぎないとし

て、暴力に関するマルクスについてのアレントの解釈は誤っていると指摘する （Parekh,op.cit.,p.91）。しかしパレー

クは、暴力における即物的な性質に着目するあまり、暴力と生産力あるいは権力との関係を見ていないように思われ

る（Bikhu Parekh, “Hannau Arendt’s Critique of Marx,” Hannah Arenndt: The recovery of the public world. M. A. 

Hill, eds., St. Martin's Press,1979, p. 91）。 
270 「1969年9月」、Arendt,Denktagebuch,1950-1973, Zweiter Band, Hrsg. von U. Ludz und I. Nordmann, 2. 

Auflage, Piper Verlag GmbH, 2003, S. 732, 『思索日記Ⅱ』、363頁、傍点は原文で下線を表す。 
271 HC, p. 201. 
272 フォイエルバッハ『キリスト教の本質』「第二版序言」 
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フォイエルバッハの診断は、しかし依然として現実とイメージの静態的な構図を超えていない。ス

ーザン・ソンタグはこう述べて、イメージとしての写真が現実の経験の仕方そのものを変えてしま

う動態的な関係を提示した。写真は、プラトンやフォイエルバッハが虚偽として退けたイメージで

あると同時にありのままの現実を写すものであり、しかもそれゆえにひとつの現実となって人間の

現実認識の仕方を変容させるというのである。人間は現実を所有できずイメージに所有される、換

言すれば現在を所有できず過去に所有されるという諦念のもと、「影」でしかない過去を「視覚」へ

ともたらし活性化させることでむしろ現在に現実性を付与するプルーストの「リアリズム」は、写

真の出現によって完遂される。しかもそれは記憶の代替物として現実的なものをくまなく獲得する

ことによってというより、現在の「イメージ」を写すに留まることでそうするのである。写真は、

現在や過去、さらには未来の経験をも「猿まね」のように所有することで、現在への推論的な関係

（現在の「痕跡」としての現実性）を打ち立てる。しかしそこには、主体が存在したという事実、

主体の唯一性（uniqueness）が水平化（leveled）されているという事実だけが写される。肖像画が

対象について多くを語り過ぎたのに対して、大衆社会の写真が語るものは余りに少ない。それは自

らのあるいは他者の生への「関わり」を促す一方で、そこからの「疎外」を生じさせる273。「枯渇

した現実感覚を蘇らせる写真の試みは、現実性の枯渇に寄与している」274。 

アレントがマルクスの労働概念を解する中で提示する批判的視座は、写真をこのようにイメージ

と現実をまたぐ製作物であるとする見方と通底している。マルクスは、フォイエルバッハによる宗

教と人間の間の疎外の図式を現実世界での産出物とそれに隷属する労働者との関係へと反転させ、

「人間的世界の産出」としての労働概念を提示した。アレントはここに世界の物を産出するという

自らの製作概念の要素を確認しつつ、先述のように、労働という実践に全幅の信頼を置くマルクス

の態度を批判する。彼女は、人間の生やアイデンティティーをそのまま写し取るがゆえにかえって

現実から遠ざかる製作の逆説的な関係を提示しながらも、精神的作用による実在性の取り戻しの可

能性を捨てないでおく。アレントは製作や活動と精神的作用との間の動態的な関係を描くことで、

現在の生を実在的なものにしようとするのである。ソンタグは言う。「写真とは現実的なものの単な

る再生産ではなくその再利用（recycle）――近代社会を成立させるひとつの主要な過程である。写

真というイメージの形態において、事物や出来事は新たな用途（uses）に供され、新たな意味が割

り当てられる。それは美と醜、真と偽、有用と不用の区別を超え出る。……そこにあるのは過去に

存する人工物や味わい（tastes）の安定した再利用である」275。写真は一方で、それを「美しいか

あるいは少なくとも興味を引く」「見られるもの
・ ・ ・ ・ ・ ・

」とみなす「美的態度」を前提とし、他方でそれを

「現在あるいは未来における使用（use）の対象」すなわち「記録されるもの
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

」とみなす「道具的

態度」を前提とする276。写真という製作物が有するこの種の両義性は、次章で見るような、アレン

トが示唆的に描いた製作物とその「使用（using）」という動態的な構図にほかならない。製作物は、

単に見えるものとしての特質を越え出て「使用」される。しかもアレントにとってこの「使用」は、

精神的営みと密接にかかわる。彼女は実在性の完全なる可視化を退けながらも、過去や未来のイメ

ージを「視覚」へともたらす精神的営みの可能性を堅持することで、製作物が消費の対象へと陥る

循環に歯止めをかけようと試みた。アレントは、人間の定義づけすらも「人間精神の夢」でしかな

いことを認める一方で、「水平化」された人間というイメージをすでに与えられたものとして受け入

                                                   
273 Susan Sontag, On Photography, Farrar, Straus and Giroux, 1977, pp. 164-7. 
274 ibid., p. 179. 
275 ibid., pp. 174-5. 
276 ibid., p. 176, 強調は原文。 
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れ、「人間の人間からの疎外」という現実をも認める。そしてそれらが駆り立てる近代社会固有の過

程にあえて飛び込み、かような製作物の使用に実在性の「足跡」を刷り出す方途を模索したのであ

る。 

 

第二章 見えないものの「使用」――古代と近代 

 

人は現われたままでは思考できず、人格を持った「ひとりの人間」になれないが、逆に引きこも

ったままでは世界のリアリティーと乖離してしまう277。晩年のアレントの諸論考を特徴づけるこの

思考と現われの葛藤ともいうべき問いを巡っては、「思考」、「意志」、「判断」という概念そのものに

しばしば関心が向けられる。これら「精神の営み（mental activity）」はそれ自体は内省的でありな

がらも、行為と対置される所謂「観想的な（contemplative）」営みとは異なるものであり278、それ

ゆえアレントの政治思想を把握する上で重要な意味を持つ。晩年の大著は、その一方で、こうした

精神活動へと関わる際に人は何を為している（doing）のかを問うたものであるとも言いうる279。

本章では、人間の精神の営みに存する政治的意義を、その行為との接点を軸に捉えようと試みる。

前章で触れた「見る」ことに加え、ここでは「使用」の意義を提示する。アレントが必ずしも主題

としなかった行為に焦点を当てることで、思考と現われの緊張関係にひとつの道筋を敷くのである。

事物の「使用（use）」はアレントの主要概念であるものの「製作」と対をなす、政治と密接に関わ

る営みであり、また事物を「見る」ことは、見えない領域において何かを「見る」という独自の意

義を持った「思考」の営みである。以下では前者の意義を古代ギリシャ研究と彼女のアウグスティ

ヌス解釈から、後者の意義をメルロ＝ポンティの著作との関連から検討する。またこれをアレント

の思想に潜む独自の代議政体論の可能性に関連づけることを試みる。 

 

1. 製作概念の再構成 

 

主著『人間の条件』では、人間の行為類型が労働、仕事（製作）、活動に区分されている。 活動

は政治と密接であるが物を生み出さない。労働の産物は人間の自然過程のなかで消費され、製作の

産物は人間が住まう耐久力をもった世界の物として持続する。この労働と製作は、古代から区別さ

れてこなかったという。そうであればなぜ彼女はあえて両者を区別したのだろうか？ 従来これは両

者の行為形態の相違から説明されていたが280、本節では製作の対象物の性質に着目する。古代ギリ

シャ研究を参照することで、製作物の「使用」に存する特殊な意義に焦点を当てるのである。 

アレントは労働と製作の区別を論じるなかで、J-P ヴェルナンによる「古代ギリシャの労働と自

然」に言及する281。比較神話学者によるこの論考は、古代ギリシャでの、労働という一般化された

観念の不在を指摘したとされるが282、自然から自立した人間の活動がそもそも不在であったとも論

                                                   
277 矢野久美子『ハンナ・アーレント――「戦争の世紀」を生きた政治哲学者』中央公論新社、2014年、223頁。 
278 Jerome Kohn, “Evil and Plurality: Hannah Arendt’s Way to The Life of the Mind, I,” Hannah Arendt: Twenty 
Years Later, The MIT Press, 1996, p. 156. 
279 ibid. 
280 リクールは、労働と仕事の対象はそれぞれ「消費」と「使用」の対象であるとしつつ、時間的な観点を強調して、

「推移としての時間との係わりは労働の徴しにとどまり、持続としての時間との係わりは仕事の徴しにとどまる」と

論じる（ P. リクール「『人間の条件（新版）』への序文」『レクチュール――政治的なものをめぐって』合田正人訳、

みすず書房、 

56-60）。 
281 HC, p. 47-8, n. 38. 
282 M. I. フィンレイ「ギリシア文化は奴隷労働を土台としていたか？」M. I. フィンレイ編『西洋古代の奴隷制：学

説と論争』、東京大学出版会、1970、87頁。 
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じている283。アレントが想定する近代の労働の担い手は、その資質にかかわらず組織を構成するこ

とによって産出力を増大させるのに対して、ヴェルナンが提示する古代ギリシャの労働（製作

（poivhsiV））では、その担い手である職人が各自その才能に従って個別に対象物を製作する。人間
的紐帯はむしろその対象物の「使用（creiva）」を介して構成され、職人はこの「使用」という自然
的秩序に隷属したままであった。「活動において、人間は自らのために活動する。自己に固有の活動

力の外側ではなにも「作り出さない」」。「使用（creiva）だけが行為（pra:xiV）の秩序に属している」
284。「使用」がポリスという政治的紐帯を構成し、この意味で職人自身は政治に参与することがな

かった。ヴェルナンが描くこの職人の行為と政治との関係は、アレントが描く世界の物としての「使

用」対象物に孤独に向き合う製作人と、その世界の物から成る公的領域で活動する行為者との関係

に対応する。アレントが製作と労働を区別したのは、人間間に介在する「使用」の政治的意義を強

調するためであったと想定しうる。 

別の論考でヴェルナンは、「使用対象物（crhvmata）」の特異な位置づけを示唆している285。彼は

古代ギリシャ法史学者であるルイ・ジェルネの論考「見えるものと見えないもの」286を参照しつつ、

「使用対象物」が抽象性を持ったものでありながらも此岸の世界に属していることに注意を促した。

ジェルネによれば、存在や実体のような哲学的概念と家財や富のような経済的概念を同時に意味す

るウーシア（oujsiva）が、ポリスの社会経済秩序の発展に伴って、それぞれの領域での思考を相反
する方向へと押し進めた。経済的領域においては、実在性をもって永続する土地のような「見える

財物（oujsiva fanerav）」は、「見えない財物（oujsiva ajfanhvV）」として発展した貨幣に比べて崇高な価
値を有すると考えられていた。他方で哲学的な領域においては、実在性や永続性がウーシアとして

見えないものの側につき、目に見えるものは単なる現われとみなされた。「見える財物」に存してい

た実在性が、哲学的思考の展開と共に存在概念のような抽象性を持った「見えないもの」の側に移

ったのである。ヴェルナンは、広い意味での実在性であると同時に流動的な貨幣形態として経済的

領域に属する「使用対象物」は、これら一方から他方への実在性の在り処の変遷の言わば中間に位

置することを示唆したのであった。 

バーバラ・カッサンはこの「使用」と「使用対象物」の概念が孕む政治的意義を指摘した。彼女

はソフィストを論じた大著のなかで、この使用の意義がアレントの政治観に反映していることを示

唆したのである。使用対象物は財物の流通を意味するが、ソフィスト達は蓄積よりも消費、空間よ

りも時間に根ざすその無限の流動性のなかに、言語を「使用」することの意義を見た287。プロタゴ

ラスの言明「人間は使用対象物の尺度である」における「使用対象物」の概念は、製作物だけでは

なく「使用する」という行為をも含んでいる。プロタゴラスの思想を検討したうえでカッサンは、

この言明の意義はソクラテスやカントに由来するアレント固有の政治観に共通するという288。それ

                                                   
283 マルクスは資本主義以前の社会と資本主義社会を、それぞれ「自然的な」組織体と「脱自然的な」組織体と規定し

ていた。リオタールによればヴェルナンのこの論稿は、この資本主義以前の「自然」においても、実在性を伴う人間

独自の領域が無力であったことを示していた（J.-F. Lyotard, “Le seuil de l’histoire,”Poikilia: études offertes à 

Jean-Pierre Vernant, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1987, p. 321-3）。 
284 Jean- Pierre Vernant, “Travail et nature dans la Grèce ancienne,” [1955] Œuvres I, SEUIL, 2007, pp. 503-4. 
285 Vernant, “La formation de la pensée positive dans la Grèce archaïque,” [1957] Œuvres I, 599-600. 
286 Gernet, Louis, “Choses visibles et choses invisibles,” [1956] Anthropologie de la Grèce antique, François 

Maspero, 1968. 
287 Cassin, op. cit., pp. 229-31. 
288 『人間の条件』でアレントは、プロタゴラスの人間中心主義を事物への執着に陥る近代の製作人の原型とみなして

いたが、日記では事物と人間の相互関係を強調した解釈を行っている。これはカッサンによる解釈に裏付けを与えて

いるように思われる。「「人間が万物（aller Dinge）の尺度である」。なぜなら、人間は事物ではなく、人間は自分が

数え、測り、秩序づけ、判定する事物の尺度になりうるからである。まさにそのために、人間が人間に関わる
・ ・ ・ ・ ・ ・

事柄の

尺度とされるが、それも人間には、超
・

人間的とか神的である必要のない非人間的原理があると考えられる場合だけで
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は、行為者はある種の主観主義に陥りながらも適切な契機に言語を「使用」して他者を説得するこ

とで、真理を探求するのではなく意見をより良いものに変えていくというソフィスト由来の政治的

含意をもつ289。人間は世界の物という見える使用対象物を介して、実在性を欠いた「虚構」の経験

ではあるにしても290「使用」によって構成される言語という見えない政治的経験へと関わる。使用

はこの世の見えないものとして、見えるものと見えないものを媒介する。 

実在性は「見えない」領域に属すという哲学的思考に抗してアレントは、「見える」領域としての

ポリスを称揚した。しかし哲人政治の理論的根拠として批判の対象となるプラトンのイデア説も、

実際は見えるものに密接であることが強調される。プラトンにおけるイデアはすべての使用対象物

を超えて存続するイメージであるが、アレントによればそれは「生きものの見える（visible）姿形」
291に関係し、製作の経験に由来しているという。「実在する物に関する視覚的経験に訴えずには、

ベッドのイメージをもつことはできない」292。イデアは「見る」という動詞から派生した用語であ

り、ここでアレントが問題にするイデアは「神秘的な実体」というより「心の中に浮かんで来るイ

メージ」に近いのである293。 

しかし、イデアを眺める「精神の眼」という感覚に基づく喩えは、望遠鏡の発明とそれに伴う感

覚への不信によって無意味なものとなった294。デカルト的懐疑はこの感覚への懐疑の表現にほかな

らず、そこから無限に展開する推論的思考が押し進められることで、ポリスのような「現われの空

間」に根ざす実在性は衰退したのである。この変遷は古代に固有の「製作」の消失とも関わってい

る。ヴェルナンは先の論考のなかで、職人が有する技術は近代のそれとは異なり、無限の領域へと

発展するものではなかったと指摘していた295。他方でアレントは、人間事象が製作に従属し活動の

能力が自然のなかに導かれることで、不可逆的で予見不可能な活動の過程が始められる事態に近代

社会の悪弊を見ていた296。ヴェルナンによれば、古代において職人は自然の一部としての「使用」

の秩序に従うという「疎外」を被っていた297。そうとはいえアレントは、近代の製作人はその自然

の秩序を脱した自立した製作の主体であるとは考えなかった。人間は「思考過程」の無限の展開と

共に、「自然過程」へとさらなる同化を遂げたというのである。近代人のメンタリティにとって決定

的であったのは「人間が自分自身を、自然と歴史というあらゆるものを包摂するふたつの超人間的

な過程の本質的部分であると考え始めたことであった。自然と歴史はいずれも……無限の進展へと

                                                                                                                                                     
ある。そう考えられない場合には、「事物が人間の尺度である」という結論に達する。――それは「人間が事物の尺度

である」からにほかならない。すなわち、人間と事物は互いに必要とし、お互いを「尺度とする」。もっといい言い方

をすると、人間は事物を尺度とするとともに自分の尺度ともなる、すなわち、人間は事物に即して
・ ・ ・

（an ihnen）自分

の可能性や活動力を測るのである」（「1953年2月」DTI, S. 308, 強調は原文）。 
289 Cassin, op. cit., p. 262, cf. 小野紀明 『二十世紀の政治思想』、岩波書店、1996、136-7頁。 
290 「（製作が属す）ピュシスと（利殖術が属す）ノモスのあいだには、完全に実在的（réelle）であることによって

純粋に人間的なものとなる製作行為の余地はない。人間がまだ十分に自然から区別されているわけではないため、人

間の活動は自然から解放されたとしても、すぐさま人為的取り決め（convention）の側へと傾いてしまうのである」

（Vernant, “Travail et nature,” p. 502, 括弧内の補足は引用者）。 
291 HC, p. 142, n. 7. 
292 HC, p. 141. 
293 仲正昌樹 『ハンナ・アーレント「人間の条件」入門講義』作品社、2014、238-9頁。 
294 HC, p. 275. 
295 「デカルトにあって職人は、機械のメカニズムを知ることによって職務を遂行できるのだが、その一方で（古代の）

職人の技術（tevcnh）は、自然的力や製作用具の関わる限りでしか把握されえない力（duvnamiV）を、いついかなる仕
方で利用すべきかということにもとづく。……技術はそれが有している能力のみならず、その制限に従って規定され

ている。技術に関するこうした考えは、無限の進歩に開かれてはいない」（Vernant, “Travail et nature,” p. 501）。 
296 HC, pp. 230-1. 
297 「製作物の具体的形態すなわち使用価値へと疎外されるなかで、職人の仕事は他者への奉仕、奴隷状態として露わ

になる」（Vernant, “La formation de la pensée positive dans la Grèce archaïque,” [1957], op. cit., 509）。「あらゆる

職人は自らの職域における奴隷であると、アリストテレスは言うであろう。疎外があれば当然それは、その仕事の産

物が職人には与えられないということを意味している」（ibid., n. 4）。 
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運命づけられているように見えた」298。人間は過程を「始め」、不意の結果を被る悲劇的存在であ

るとの人間観は、「自然の中への活動（act into nature）」として特徴づけられる現代科学の営みに

一層よくあてはまる。歯止めを失った「製作」と「思考」は互いに手を携えて、近代の害悪を構成

する。 

 

二 この世の「見えないもの」への思考 

 

『人間の条件』から最晩年に至る複数の論考でアレントは、明示的ではないにしても、上述した

「見えるもの」と「見えないもの」の関係の捉え直しともいうべき議論を展開している。特に晩年

の『精神の生活』においては、無限空間へと開かれた推論的思考を批判する際、メルロ＝ポンティ

の『見えるものと見えないもの』をしばしば援用する。彼女はその思想の内実にはほとんど言及し

ていない。しかしその本質的な部分は、彼のこの著作が公刊される以前のアレントの論考において

すらも共有されていたのではないか。両概念についてのメルロ＝ポンティの思想を媒介させること

で、アレントの政治思想の意義を明確にすることができるように思われるのである。 

ヘレン・フィールディングによれば、メルロ＝ポンティはこの書で「我思う」に根差すデカルト

的な無限世界に対抗して知覚と運動が「交差（chiasm）」する世界を描いた。メルロ＝ポンティは、

人間は運動する私自身を見ることはできないという。それは運動が、「見えない私の眼」のような「事

実上の見えない」ものとは別の「権利上の見えないもの」であることによる。しかし見ることに宿

るこの否定性が、運動を運動たらしめ、知覚を知覚たらしめる。知覚はひとつの運動であり、両者

は相互に相手側から立ち現われるのである。この否定性への連帯は、「世界の肉」、あるいは「我能

う（Je peut）」可能性にほかならない299。言い換えれば、事実上の見えないものと区別されるのは、

この世界に属し、この世界を「見えるものたらしめている見えないもの」であり、「この世界の内的

可能性」、「この存在者の存在」すなわち「観念（l’ idée）」である300。ここではこのような「見えな

いもの」が記憶として、運動と交差するという点が肝要である。「知覚による記憶の堆積化」が運動

を生じさせ、この運動を通じて「我能う」可能性が世界を意味あるものとする。この「可能性」は

アレントの権力概念に対応しているとフィールディングはいう。前章で見たように、アレントのい

う権力は個人に属す力ではなく、語りと行為によって現実化される潜在力（可能態）としての特質

を持つ。「我能う」可能性も権力（power）として、他者の間での活動を通じて現実化されるのであ

る301。運動（活動）は「見えないもの」（記憶）への交差によって「見えるもの」（現われの空間）

を創り出し、再度それが「実在性の経験」として記憶を堆積させるというわけである。逆に、「我能

う」も「我能わず（I cannot）」も存在しない「無限の論理的空間」に自由はない。「不在のもの」

「忘れられたもの」を含んだ「現に存在するもの」（他者）による「限定（limits）」こそが、「すべ

てが可能となる」全体主義的状況に歯止めをかけるのである302。知覚と運動のこうした関係が、無

                                                   
298 HC, p. 307. 
299 Merleau-Ponty, Le visible et l’ invisible, Gallimard, 2007 [1964], pp. 302-3（『見えるものと見えざるもの』クロ

ード・ルフォール編、中島盛夫監訳、法政大学出版局、1994年）。 
300 ibid. p. 196. 
301 Helen A. Fielding, “Multiple Moving Perceptions of the Real: Arendt, Merleau-Ponty, and Truitt,” Hypatia vol. 

26, no. 3, Summer, 2, 2011, p. 528. 
302 ibid. p. 530. 例えば『革命について』でアレントは、モンテスキューの権力分立の思想の本質を、法を命令ではな

く人間の関係と捉え「権力が権力を抑制する（le pouvoir arrête le pouvoir）」とした点に見た。権力と自由（freedom）

は一体のものであり、「政治的自由は、我意志す（I-will）ではなく我能う（I-can）に存している」（OR, p. 150）。フ

ランス語のpouvoirは、この「権力（power）」と「能う（be able to）」を同時に意味しており（ibid., n. 17）、徳です

ら制限される必要がある（n. 19）。この制限の必要性は「人間の権力の本性（nature of human power）」そのものか

ら生じるのである。 
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限へと開かれる「思考」の営みを限定する。 

アレントは「意志」を論じた晩年の著作のなかで、「我能う（I-can）」活動が「意志すれどもなし

得ない（I-will-but-cannot）」意志の葛藤を和らげる道筋を描いた303。キリスト教哲学が発見した、

善行の不可能性への意識に由来するこの葛藤は、行為から内面への遡行を促し、来世での最高善の

享受さらには現世での物への執着へと駆り立て、生の実在性を毀損する。一切の行為が不可能とな

るか、逆に「全てが可能となる」事態に至るこの世界疎外的状況を和らげるためにアレントは、外

的な世界への「我能う」活動や製作が内的な意志をその内側から「限定」することで、意志の葛藤

による破壊力が和らげられるとの議論を扱った。アレントが参照するアウグスティヌスによれば、

意志は外的世界に由来する記憶を「使用（uti）」し自らを「愛」へと変える。先の外的世界への活

動や製作はこの意志本来の作用を可能にする。つまり、活動の源泉でもある意志は「我能う」活動

によって「限定」され、記憶を使用することで自らを和らげるのである304。見える領域への運動（活

動）と、「不在のもの」「忘れられたもの」という見えないものについての記憶の使用は互いに依存

し合うべきものである。やはり「使用」は見えるものと見えないものを媒介するが、このことは記

憶という見えないものの使用を介して、見える領域で適切に活動を意志することを意味している。 

人間は世界の事物を適切に使用（uti）することで、物への執着からの自由が得られるとの構図は、

最初期において「世界を用いる（uti）自由」としてアウグスティヌスから摂取されたものである305。

1960年の論考「文化の危機」においても、美への過度の愛を和らげるものとして、これに類する構

図が描かれているように思われる。アレントはここで、芸術作品の「現われ」を自覚するためには

対象から一定の「隔たり」を設定し、対象への欲求から解放されることで「世界に対して自由」に

なることが必要であると述べているからである306。さらにこの「自由」は次のように説明される。

「芸術作品は……消費や処理の過程から意図的に遠ざけられる（removed）……。この分離（removal）

は多様な仕方でなされるが、そこでのみ特殊な意味での文化は存在するに至る」307。パトチェン・

マルケルはこの「分離」なる用語に込めれられた政治的意義を指摘する。芸術作品の意義は対象物

の特性に存するのではない。それは、芸術作品を人間の即物的な欲求から「分離」することで可能

となる美的経験や政治的経験のうちに存しているのである308。言い換えれば、単に見えるものとし

ての作品の特性を、いわば見えないものへと「分離」することは、「世界に対する自由」すなわち「使

用」することとして、現われの空間での活動を成立させる。この、美への執着からの自由としての

「使用」は、真理への執着を和らげるソフィストによる言語の「使用」と対をなす309。 

                                                   
303 LMII, ch. 2, 3. 
304 第二編二章2節。 
305 同上、一章1節。 
306 BPF, p. 210. 
307 BPF, p. 209. 
308 Patchen Markell, “Arendt, aesthetics, and “The crisis in Culture”,” in The Aesthetic Turn in Political Thought, 
ed. Nikolas Kompridis, Bloomsbury, 2014. 
309 この、対象物としての作品と美的・政治的経験との関係は、ハイデガーによる「物」についての議論と接点をもつ

ように思われる。対象物からの人間の「隔たり」・「分離」が政治的経験を可能にするように、「物」は人間と掛かり合

うことで、公的な「現われの空間」を生じさせるからである。1949年の講演でハイデガーは、物（Ding）の語源に

あたる古高ドイツ語の thingには、「話題に登っている関心事」のために集合させるもの、「人間に何らかの仕方で掛

かり合ってくる〈angehen〉もの」という意味があり、それは「公的に審議されるもの」としての古代ローマの res 

publicaの概念にも対応すると述べていた。アレントのいう「世界」は、個人の生を超えて持続する「物の世界」と、

人々が行為する「現われの空間」から成り立っており、矢野によればこの「掛かり合ってくるもの」はこれら双方の

概念と連動しているという（矢野久美子「いま日本でアーレントを読むということ」『国際交流研究：国際交流学部紀

要』14、フェリス女学院大学国際交流学部紀要委員会、2012、35-6）。ハイデガーはまた、人間は「物的に―制約さ

れた〈be-Dingt〉存在」すなわち条件づけられた（bedingt）存在であり、「無制約的なものすべてが陥りやすい思い

上がりを脱却しているはずだ」と述べる。このようにハイデガーの関心は物そのものへの「配慮」を欠いた現代技術

への批判を背景としており、近代社会を「労働の組織化」による生産と消費の無制約な進展として描くアレントの理
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別の論考でマルケルは、アレントの描くアメリカ革命の本質を、革命家達が作る「作品世界

（work-world）」とその活動との関係性のうちに見る。それは、革命家達は「プラトン的な観念」

に基づいてあらかじめ定められた「革命的経験の経路」を辿り、制度を創設しながらも、「自分達が

いま行っていること」に「驚く」矛盾として現われる。革命的行為は「自由の所産（work of liberation）」

を目指しながらも、同時に公的領域への自らの出現という別の予期し得ない活動へと転化する。そ

の際、ともすれば逸してしまう自らの経験の特性を「見て（see）」「理解する」ための概念を創出す

るのは「思考」である310。こうした経験を構成する制度が区制であり、ここで「可能性」としての

始まりが活動を通じた「応答」によって現実化される311。アレントの権力概念に類比するこの「可

能性」が、それに先立つ活動によって、区制という現われの空間において現実化されるのである312。

ここでも、「革命的経験の経路」と実際の自己の活動とのずれを「思考」によって捉えること（知覚

と運動が交差すること）は、自然過程の論理に則って世界の事物へと執着することからの自由に類

比するものであると解しうる。 

このような、政治的活動と、現われの空間において堆積される記憶との関係は、アレントの権力

概念の一面を説明している。活動によって権力が現実化される条件も、記憶の保持のような精神的

な営みと密接であると解しうるのである。権力は「活動のはかない瞬間（moment）が過ぎ去った

後でも人々を共にとどめておく」313。マルケルによればこの権力は、「活動によって未来へと投げ

かけられる影のようなもの」であり、その影は後の活動に「持続（duration）」をもたらす。権力は、

「イメージや言葉や光景」が消え去った後でも、それらが有する「力（power）」について語ること

で精神のうちに保持される314。実際『革命について』の末尾でアレントは、革命の挫折が決定的な

ものとなるのを防ぐのは「記憶と回想」であると述べる。それは、現われの空間を創出する活動や

製作の挫折は、「見えない」記憶の「使用」によって再度始まりとして現実化されうることを示唆し

ている。先述した「思考」はプラトン的な観念の単なる適用ではなく、いわば「不在のもの」「忘れ

られたもの」についての記憶を使用し、「我能う」可能性を再び現実化させるものであるといえる。 

 

三 表象的思考、代議制的思考 

 

 上述してきたように、活動し製作するという人間の行為と、そこから生じる記憶を使用する「意

志」や自らの経験を把握する「思考」は、互いに補完し合う。決して「なし得ない」活動は、それ

が後世に残す記憶と共に、アレントの活動・権力概念の本質を構成するのである。万人を自由な議

論へと開く民主政の根幹を樹立する試みは、その「挫折」と一体のものであるとさえ言いうる。毛

利透が述べるようにアレントの言う区制や評議会制は「過激に民主的過ぎる」ため、かえって議論

                                                                                                                                                     
解に対応する（同上、36-7）。他にハイデガーとアレントの「物化」論を比較したものとして（森一郎「死を超えるも

の――「メタ死生学」私論」『哲学』61号、日本哲学会、2010、47-8頁）。 
310 Patchen Markell, "The Experience of Action," op. cit., pp. 101-2.「思考」は政治的な行為と密接であるが、それは

例えば偏見を解いて政治的な判断力の行使に役立つという以上のものである。確かに書くという行為は思考の営みを

中断させる。しかしそれは思考を文字へと「物化」するのみならず、その物化された思考を通じて読み手に読み手を

取り巻く捉えがたい経験への理解をもたらすという点で政治に資する。思考は「円がその焦点に縛られるように、出

来事へと縛られて」おり、思考の産出物は円が辿る経路の様に不規則であるが、その出来事に何らかの輪郭を与える

のである。アレントの『革命について』という著作そのものが、このような「書く」という行為の結果であるとマル

ケルは述べる（上記の引用文は、Arendt, “Action and the ‘Pursuit of Happiness,’ ” p. 2）。 
311 Patchen Markell, “The Rule of the People,” op. cit., pp. 80-2. 
312 第一編二章1節。 
313 HC, p. 199. 
314 Patchen Markell, “The Moment Has Passed: Power after Arendt,” in Radical Future Pasts: Untimely Political 
Theory, ed. Romand Coles et al., The University Press of Kentucky, p. 127. 
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の自由を歪める法制度であるとの難点を持つ。それらは民意形成の契機を「公式の空間へと閉じ込

めて」しまうのである。しかし区制や評議会制とは別に、代表制の正統性が危機となる中でアレン

トはその権力論に依拠しつつ、政治的自由権を行使する公的空間を「既存の法秩序全体を揺るがす

ポテンシャル」を維持する非公式の場にも見出していた315。しかしそうであるとしても、革命の制

度的産物は法秩序外部での政治の成立と相補的な関係にあるのではないか。古代の「製作」と「使

用」が同時代の政治的営為の二つの側面を構成したように、現代の「活動」や「製作」と「思考」

はそれぞれ別個の政治的営為として時間を隔てて作用し合うのである。以下で提示するアレントの

「代議制」論は、このような関係性を表現している。しかもこれはメルロ＝ポンティの代議制論に

類似すると言いうるのである。 

マーティン・プロットはウェーバーに由来する、近代法システム（とその挫折）と代議政体下に

おけるカリスマ的指導者との間の弁証法を、「民主政体の肉（社会の肉）」としてメルロ＝ポンティ

の思想の内に跡づけた。民主政とは、至る所に存する既存の利害関心を媒介するだけの制度、既存

の意味を再度提示するという単に「見えるものを代表する（represent）」制度の創設ではない。触

知する自己を触知しえない（運動する自己を見ることができない）ように、いかなる党（制度）も

社会の「見えるもの」全体は具体化（incarnation）できないのである。プロットによればアレント

と同様にメルロ＝ポンティも、革命の指導者による社会制度実現の試みは挫折を宿命づけられると

みなした。『革命について』で示唆されたように、「社会の肉」と折り合いをつけた体制が革命によ

って制度化されると、革命よりも体制そのものが社会にとって枢要なものとなり、創設された制度

は挫折する。しかしその時にも、政治的な「語り（speech）」と「活動（action）」が社会の肉の形

成にとって重要なものとなる。知覚の「土壇場の挫折」は、触知する自己を触知できるとの「予感

（presentiment）」から真理をすべて奪うものではないのである。メルロ=ポンティが擁護する代議

制的民主政は、対立や不和という永続する事実を受け入れるという否定性と、かような「予感」を

併せ持つ社会の肉に相違ない。民主政における語りと活動は、意味と価値の新たな布置を制度化す

るか、あるいは現状に行き渡った意味と価値を再度創造すること、言い換えれば「政治的生を活気

づける共同と不和の高まり」を捉え、ものの背後にあるものを「見えるようにする（render visible）」

試みであり、社会の肉による制度が持続して作用するのに資するものである316。 

 先述した「思考」は、語りと行為という自己の経験を把握する方法として、この種の代議制を促

すであろう。それは「不在のもの」をも代表させる代議制として規定しうるように思われる。ブラ

イアン・ガースティンは、アレントの「表象的思考（representative thinking）」の概念に着目し、

ここからその思想に孕まれる代議制（representative government）の議論を展開する。この種の

思考は自己を自己が不在である場に置き、あたかも自己が「文字通り他者となる」かのように、不

在の他者の視覚を自己の内部へと現前させる。想像力を介した思考がもたらすこの「再現前

（re-presentation）」という「神秘」は、政治に直接参加させることはないが適切な「判断」を遂

行させ、政治を見世物にしてしまう「文化の危機」や政治的無関心を回避させることができるとい

う317。この「表象的思考」は、対象からの「隔たり」を保つことで現れの空間での活動を成立させ

                                                   
315 毛利、前掲書、114-6頁。 
316 Martín Ploto, “Our element: Flesh and democracy in Merleau-Ponty,” Cont Philos Rev, 45, 2012, pp. 252-5 

and n. 66. 
317 Garsten Bryan. “The Elusiveness of Arendtian Judgment,” in Politics in Dark Times, pp, 335-8. 周知のように、

この再現前なる作用はカントの判断力論に由来する。しかも村松によれば、この「不在のもの」の再現前の意義は、

カントの「世界共同体（a world community）」概念の独自の解釈から導かれると言う。アレントの解釈する「世界共

同体」は、「世界観察者（world spectator）」という理念的な「他者」に開かれる普遍的な側面と、趣味判断を共有す

る構成員からなる個別具体的な側面を併せ持つ。これら双方の差異の領域（「外部」）から、「不在のもの」が出現する

のである。判断する者は、「いま見えている「世界」」を「外部」から「別の仕方で眺める他者」を「代表＝再現前」
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る「世界に対する自由」を、さらには「不在のもの」を含む「現に存在するもの」による全体主義

的状況の「限定」を可能にする。「常にすでに」生じている悲劇的出来事には、「もはやない」もの、

「未だない」ものが歯止めをかける。 

実際、『精神の生活』における「不可視性（Invisibility）と引きこもり」と題された節でアレント

は、現前から引きこもることで可能となる「精神独自の能力」である「再現前（re-presentation）」

の作用に着目し、この作用のプロセスを最もよく説明するのはアウグスティヌスの「思考のなかの

視覚（vision in thought）」であると述べる。それは単なるイメージとは異なる、記憶のなかに蓄え

られた「視覚を再現前するイメージ」であり、不在のものを扱うことができるのである318。すなわ

ち「見ること」は、思考を通じて記憶という見えない領域において可能になるとされている319。 

古代においては「使用」という行為の自然的秩序への従属が、公的領域の実在性を構成していた。

他方でガースティンは、アレントに孕まれる「代議制」論は統治への直接的な参加というより「観

客（audience）」による「判断」を政治の中心に据えることで、「政治からのある種の疎外」を押し

進めるものであると述べる。「表象的思考」は政治的領域における間主観性を構成しない「主観主義」

に根差しているが、「不在の他者」を自己へと再現前させることでかかる政治的「判断」を成立させ

るという。いずれ時代においても無限の「自然過程」への同化を防ぐのは、ある種の疎外を帰結し

うる「見えるもの」と「見えないもの」の差異である。 

 上述してきたように、アレントの主たる関心は「見えないもの」への思考によって「見える」領

域での実在性を確保することにある。古代にあっては使用の自然的秩序が人間の活動そのものであ

り、ポリスが現われの空間として存続することで、言葉による説得という見えないものの政治的経

験もかろうじて成立し得た。他方で現われの空間が脆弱化した近代においては、見えない記憶を使

用し、見えない不在のものへと思考することが、見ることの困難な領域で適切な活動を可能にする。

しかしその一方で、古代における製作が使用に先立っていたのと同様、観測器具の製作も精神の作

用に先立つ。自然過程への活動がデカルトの「思考」の前提であったように、「我能う」活動は意志

の適切な作用を準備するのである。人間は活動（製作）の所産からの疎外を被りながらもその使用

を維持することで、自然過程への消失をかろうじて免れる。それは活動の不可能性を自覚しつつも

それゆえに可能となる見ることの実在性の実現でもあり、ここにおいて不在のものを代表する政治

の可能性が開かれるのである。 

 

小括 

 

 先述したアレントによるマルクス批判の要諦は、労働を人間の創造主とすることで、そこに生命

過程の機能以上のものを含ませた点に存していた。しかし『資本論』のマルクスは、労働にアレン

                                                                                                                                                     
させる。判断は「超感覚的世界」の一員としてではなく、あくまで現実の特殊な共同体との連続においてなされるの

である。この代表＝再現前化による世界の意味づけは、知りえない他者を名指すという暴力性を伴うが、他者との「隔

たり」の消滅を回避するという点で政治的意義を持つ（村松灯「政治的判断において「他者」とは誰か―アレントの

「複数性」概念の射程―」教育哲学会第57回大会（於日本女子大学）発表原稿、2014年、 8-10）。 
318 LMI, p. 77. 
319 アレントにおける「視覚（vision）」の意義については、Peg Birmingham, “Hannah Arendt: The spectator's vision,” 

in The Judge and the Spectator: Hannah Arendt's Political Philosophy, Joke J. Hermsen & Dana R. Villa[eds.], 

Peeters。「アレントは同時代の哲学における視覚の再構築を通じて、公的で複数的な視点を主張しつつ、

注視者による判断
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

の視点としての最初期の観想
・ ・

（theorein）の観念を取り上げる。彼女は、推論的であるばかりでな

く空間的な、それゆえ活動的な視覚のパラダイムを主張するのである。生じた事柄や避けがたく存在する事柄だけで

なく、思考されうる事柄や為されうる事柄を可視的なものにしつつ
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

、公的世界を批判的に移動するものこそ、この視

覚のパラダイムにほかならない」（ibid, pp. 40-1, 強調は原文）。 
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トの「現われの政治」に類する役割を与えていたようである。彼は対象化された抽象労働が互いに

異なる物を通約することで、それぞれが固有の価値を持った商品として現われることを次の比喩で

指摘していた。「人は誰でも鏡をたずさえてこの世に生まれてくるわけではないし、またフィヒテ流

の哲学者のように「我は我なり」と言って生まれてくるのでもないのだから、人はなによりもまず

他の人に自分を映してみる。自分の同類としての人間パウロに関係することを通してはじめて、人

間ペトロは人間としての自分自身に自分を関係させるのである。しかしこれによってペトロにとっ

ては、皮膚と髪をそなえたパウロもまた、パウロ的身体をそなえたままで、人間という類（genus）

の現象形態としての意味をもってくる」320。ここで抽象労働は生命過程の機能であるどころか、む

しろ複数性の成立の契機としての「始まりの原理」に類する役割を担っている。アレントは「活動」

の章の冒頭でこう書いている。「多種多様な人々がいるという人間の複数性は、活動と言論がともに

成り立つ基本的条件であるが、平等性（equality）と差異（distinction）という二重の性格をもっ

ている。もし人間が互いに等しい（equal）ものでなければ、お互い同士を理解できず、自分たち

よりも以前にこの世界に生まれた人たちを理解できない。･････しかし他方で、もし各人が、現在、

過去、未来の人々と互いに異なっていなければ、自分たちを理解させようとして言論を用いたり、

活動したりする必要はないだろう･････。この差異を表明し、他と自分を区別することができるのは

人間だけである･････。人間においては･････生あるものすべてと分かちあっている差異性は唯一性

（uniquness, Einzigartigkeit）となる。それゆえ人間の複数性（Pluralität）は、人の手足は各人

各様でそれぞれ唯一的であるという逆説的な性質を備えた多数性（Vielheit）なのである」321。始

まりの原理は、人間が語りと行為を通じて自己の唯一性を提示して、他者のいる共通世界へと参入

するのを後押しする。抽象労働は人間の自然・本性を規定する神として、他方で始まりの原理は世

界に内在する「絶対者」322として、いずれも人間（商品）の間の交流を成立させるのである。 

 これまでの議論に従って言えば、両者は「権利上の見えないもの」として、人間が互いに「現わ

れ」理解し合う可能性をもたらす。しかもアレントは、過去や未来の他者を理解する可能性をもそ

こに含めるのである。それゆえアレントの言う活動は、『弁証法の冒険』のメルロ＝ポンティが述べ

る「実践」に類似する。彼によれば実践の「弁証法的‐哲学的意味」とは、階級社会以前には完全

な形で存在せず階級社会以後にははっきりした階級としては存在しない、つまり否定的な仕方でし

か存在し得ないプロレタリアートに、「活動の内的原理（le principe intérieur d’activité）」323を与

えてくれるものである。活動の内的原理は、ある階級の生産活動と行動を支え、世界のなかでのそ

の階級の任務を与え、階級にひとつの歴史を指定する。そうすることで実践は、人間を「伝達とか

交換とか交際といった次元に住まわせる」ことができるようになる。すなわち実践は、このプロレ

タリアートの「否定性」を拠り所にして何らかの紐帯を形成する。アレントにおいては「我意志す

れども能わず」がこの否定性に対応するであろう。この意志の葛藤から「私自身が私にとって問い

となり」324、それが愛によって鎮められることで行為の「始まり」が導かれ、しかもそれには常に

実践としての「我能う」活動が先立っているからである。それは他者の間へと活動しながら、なお

も「見えない」私自身や過去や未来の他者について絶えず問うことで確保される、現われに伴う緊

張を穏やかにする政治の可能性なのである。 

次章では、このような始まりを導く「見えないもの」への思考を通じて実現される「可能性」の

                                                   
320 マルクス『資本論』第一巻第一章第3節『マルクス・コレクションⅣ』今村仁司他訳、筑摩書房、2005年、82

頁。 
321 HC, pp. 175-6, VA, S. 213-4. 最後の一文はドイツ語版による。 
322 OR, pp. 212-3. 
323 Merleau-Ponty, Les aventures de la dialectique,Gallimard,2000, p.71. 
324 LMII, pp. 64-5. 
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あり方をアレントのハイデガー解釈のうちに見る。 

 

第三章 アレントとハイデガーのアナクシマンドロス解釈 

 

 本章ではまず第一編の末尾で言及したルネ・シャールと、ハイデガーとの接点を指摘することか

ら始めたい。先述のように『革命について』の末尾でアレントは、ポリスは「生に輝きを与えるこ

とができた」とするテセウスの言葉を引いたのだが、彼女はその言葉が意味をもつ背景としてシャ

ールの作品を挙げていた。アレントによればシャールは、フランスがドイツの占領から解放された

さなか、政治的リアリティを支えていたレジスタンスという公的な任務を解かれて、戦前の「不毛

な沈滞」に戻ってゆかなければならない苦しみを表現していたのである。他方で、『精神の生活』（第

二巻、意志）のなかでアレントは、46年に書かれ50年に公刊されたハイデガーの「アナクシマン

ドロスの箴言」（以下「エッセー」と表記）を取り上げている325。彼女は、ハイデガーのかかるエ

ッセーが他の著作と性格を異にする原因として、ドイツの敗北とそれから数年間は新しい始まり（a 

new beginning）を約束するかのように思われた「ゼロ地点」の影響を挙げている326。もっとも、

この新しい始まりへの希望もまた、「ゼロ地点」からの急速な復興によって消失してしまう。「ハイ

デガーもヤスパースも、彼らに早々と現われたはずのものを、新時代の完全な誤解として体系的に

説明することはついになかった。･･････しかしハイデガーの場合には、アナクシマンドロスについ

てのエッセーなかに、存在論的な思索のもうひとつの可能性への手がかりを散見することができる

のである」327。つまりアレントは、シャールとハイデガーが著作を書いた背景として、新しい始ま

りへの希望、すなわち彼女の活動概念の特質に相当する始めることへの希望が、時代の節目に垣間

見られたということを示唆しているのである。アレントがハイデガーによるアナクシマンドロスの

解釈に着目した理由は、そこで提示された「存在問題の立て方全体へのまったく新しい予期し得な

い展望」328に、シャールとソフォクレスが示唆したような、「不毛な沈滞」を脱して生に輝きを与

える政治的なるものを獲得する道筋が存するからであるということが、ここから推察される。以下

ではこれを検討するにあたって、ハイデガーの「存在問題の立て方」に関してアレントが注目した

「存在と生成との差異」という問題を取り上げ、その差異を把握する作用、あるいはその差異によ

って成立する作用としての「思考」に着目することで、両者において「思考」が有する政治的意義

を明らかにする（1節）。次にアレントにおける「始まりの原理」に対応する概念が、ハイデガーの

側にも存することを明らかにし、両者は同じような仕方で悲劇的世界の克服を模索していたという

ことを示す（2節）。 

 

1. アレントとハイデガーにおける「思考」の意義 

                                                   
325 アレントの議論の詳細は、川崎修「ハンナ・アレントはハイデガーをどう読んだか」『ハンナ・アレントと現代思

想（アレント論集 II）』（岩波書店、2010年）を参照。 
326 LMII, p. 189. ところでハイデガーは、「アナクシマンドロスの箴言」が収録されている『杣径』の巻末の注記で、

このエッセーは46年に書かれた草稿（以下では単に「草稿」と表記する）から抜粋したものであると記している。

ところが、近時刊行されたこの草稿の編纂者であるインゲボルグ・シスラーは、草稿が編纂された時期を、42年の夏

の末か秋であると推測している（M. Heidegger, Der Spruch des Anaximander, Hrsg. von Ingeborg Schüßler, 

Gesamtausgabe, Bd. 78, Klostermann, 2010, S. 341-3、以下GA. 78と略記）。草稿が戦中に書かれたとするこの推測

を支持し、エッセーと草稿との内容的な相違を度外視するならば、このエッセーにハイデガーの「雰囲気（mood）」

の変化が現われているとするアレントの見解は、ドイツの敗北がその雰囲気に反映されていることを前提とするため

に成立し得ない恐れがある。もっとも本稿ではシャールとハイデガーとの接点を強調するため、ハイデガーは戦時の

混乱のなかで新しい始まりへの希望を表現していたと推測することで、この問題を回避できるように思われる。 
327 LMII, p. 189. 
328 LMII, p. 188. 
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 まずシンプリキオスが伝えるアナクシマンドロスの言明の、ディールスによる訳を記そう。「存在

物の（o[ntwn）、始まりと根源（ajrkh;）は、限界なき無規定なるもの（das Grenzenlos-Unbestimmbare, 

to; a[peiron）である。･･････しかし、存在物にとって（toi:V ousi）そこから生成（gevnesivvV）が存在
する（ist, ejsti）に至る源へと、それら存在物の消滅（fqora;n）もまた責務にしたがって（kata; to; crewvn）
生じる（givnesqai）。なぜなら、それらの存在物は、時の定めに従って、互いにその不正に対する裁
きを受け、また互いに償いをなすからである」329。アレントは、この言明に対するハイデガーの解

釈で主題となっているのは、あらゆる存在物が「生成（coming-to-be）し消滅（passing-away）す

ること」であると言う330。ハイデガーはこの両者を次のように説明する。「ゲネシス（gevnesiV）と
プトラ（fqorav）はピュシスから、ピュシスのなかで考えるべきである。すなわちおのずと輝きな
がら上昇（Aufgehens）し消沈（Untergehens）する仕方として考えるべきなのである。われわれ

はゲネシスを生成（Entstehen）と訳すことができるにしても、その場合その出で立つこと

（Ent-stehen）を、逃れる動き（Ent-gehen）として、すなわち各々生成しつつあるものを、隠さ

れていることから逃れさせ、隠れなきものへと出て来させる動きとして考えなければならない。ま

たわれわれはプトラを消滅（Vergehen）と訳すことができるにしても、その場合その過ぎ去ること

（Ver-gehen）を動き（Gehen）として、すなわち再び隠れなきものから出で立ち（ent-steht）、隠

されているものへと立ち去って行く動きとして考えなければならない」。要するにハイデガーは、ギ

リシャ人にとってピュシスは、現代的な意味における遺伝的な発生としてではなく、輝き出る動き

として理解されるのだから、ゲネシスやプトラもまた、隠されていることから逃れ出て再び隠れた

るものへと過ぎ去る動きとして考えるべきだと言うのである331。 

 このエッセーに関するアレントの解釈において、存在と生成との差異の問題が何よりも重要であ

る。この問題は、ハイデガーが強調する「動き」と密接に関わる。アレントは、ハイデガーのエッ

セーから次の一文を引く。「gevnesiV e[stin（私はこう読みたい）また fqora; givnetai、すなわち出で立

つこと（Ent-stehen）があり
・ ・

（ist）、消滅（Vergehen）が出で立つ･････」332。そしてこれを次の

ように解釈する。「疑いもなくここには、生成（becoming）がそれ自体として存在している。われ

われが知るあらゆるものは生成し、かつての暗闇から日の光のもとへと出現したのだが、この生成

は、存続するあいだはその生成の法則のままである、すなわち、生成が存続するということは、生

成が消滅するということでもあるのである。生成（の法則）、つまり存在物を支配する法則は、いま

や存在に対立する。消滅のなかで生成が止むとき、生成は再び存在へと変化する、すなわち、もと

もと存在が自らを保護し隠している暗闇から現われた生成が、再びその存在へと変化するのである。

この思弁的な文脈のなかで、存在論的差異は、過度に持続的な意味での存在と、生成とのあいだの

差異から成り立っている」333。つまり、持続した状態である存在が「かつての暗闇」、先の断片で

                                                   
329 H. Diels-W. Kranz, B1, Die Fragmente der Vorsokratiker, 7. Aufl., Weidmannsche, 1954, Bd. 1, S.89. ところで

ディールスによるこの訳文は、ハイデガー自身がそのエッセーで引用したディールスのものとされる訳文とは大幅に

異なっている。エッセーの元になった草稿の編纂者の記すところによれば、ハイデガーが引用した訳文は、ディール

スのどの著作にも見られないとのことである（GA 78, S. 348 und die Fußnote 36）。 
330 LMII, p. 189. 
331 Heidegger, “Der Spruch des Anaximander,” Holzwege, Vittorio Klostermann, 1972, S. 315（以下Hwと略記）。 
332 LMII, p. 190, Hw, S. 315. 
333 LMII, p. 191. 括弧内の補足は引用者。もっとも、ハイデガー自身が説いているのは、存在を生成に対立させ、存

在を純然たる持続（Beharren）として理解する慣習に対して、「存在は、存在としての（ゲネシスとプトラとのあい

だの）生成（Werden）を、その本質において前もって（erst）支え、刻印する」ものとして理解することが重要であ

るということなのだから（Hw, S. 316）、上に引いたアレントの解釈は、存在を隠れたるものの領域へと過度に押しや

り、存在と生成を二項対立的に屹立させている点で、ハイデガーの意に沿わないばかりか、生成がある（と同時にあ
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言うところの「生成が存在するに至る源」に留まり、存在物の背後で作用する余地がなくなったこ

とで、かつてのハイデガーの関心事であった存在と存在物とのあいだの存在論的差異は後景に退き、

代わって「生成がそれ自体として存在」する、存在と生成とあいだの差異が浮かび上がる。ハイデ

ガーが強調した存在物が生成・消滅する「動き（Gehen）」とは、この「生成の法則」を説明した

ものであるといえよう。 

この存在と生成との差異の問題がアレントの解釈のなかで際立つのは、「思考」に重要な位置づけ

が与えられる場面である。アレントは、存在が持続した隠れのうちに退去する一方で、存在物が「漂

流（set a drift）」し、「誤りの国（the realm of error）」を構成するこのエッセーにおいては、かつ

てハイデガー自身が提示していた「存在史（Seinsgeschichte）」は、活動する人間の背後で作用す

る余地がないと言う334。すでに指摘されているようにアレントは、このエッセーでのハイデガーの

思想の可能性を、活動が思考から分離され、現実の運命が活動の「誤り」を通じて展開するこの「誤

りの国」に見ていた335。われわれが注目すべきは、ここにおいて思考の重要性もまた顕在化すると

いうことである336。アレントは、誤りの国の人間は、「真理としての存在が誤りの連鎖に侵入する

特権的な瞬間（moment）」を契機として、思考を通じて存在の本質の生起に応答（respond）し、

不在（absent）であるものへと臨む（join oneself to）ことができると言う337。まさにこの特権的な

瞬間こそ、存在が隠れたる領域から、存在物が生成し消滅する誤りの国へと侵入する瞬間、言い換

えれば存在と生成との差異が顕在化する瞬間にほかならないように思われる。さらにハイデガー自

身のこの「思考」に関する記述を参照するならば、それは前章で提示した見えない領域で視覚のイ

メージをもたらすアレントの「思考」概念に類比すると言えるのである。 

この「不在であるものへと臨む」思考なるものがハイデガーのエッセーに存するとすれば、それ

は以下のようなものになると思われる。彼は断片（「存在物にとって（toi:V ousi）、そこから生成が
存在する･････」）における存在物（あるもの・こと、ovnta）という語を解説して、その語がもつ意
味には存在と存在物との差異が隠されているとし、『イーリアス』のなかの一文「（予言者カルカス

は）あることも（tav t= ejovnta）、やがてあらんことも（tav t= ejssovmena）、かつてありしことも（prov t= 
ejovnta）知っていた･････」338を次のように解釈する。まず「知っていた（h[dh）」という動詞は、動
詞「見る」の完了形である「（彼は）見たことがある≒知っている（oiden）」の過去完了形であり、
語形は過去完了だが意味は未完了過去として訳されるのが通常であるが、ハイデガーは飽くまでこ

れを「見る」の過去完了形であると捉え、予言者（Seher）カルカスが「知っていた」とは、予言

者の視界のなかを通過する明るみのなかに現前する（an-wesen）ものを、「何時でもすでに見たこ

とがある（hat immer schon gesehen）」ということである、つまり、予言者とは完了から未来を見

るものである、とする339 。 

そしてハイデガーは、ギリシャ人にとってこの「あるもの（ejovnta）」とは、「それが隠れなきこと

                                                                                                                                                     
らぬ）ことを含意するはずの存在と生成との差異を、十全に説明できていないとの疑いを抱かせるものである。 
334 LMII, p. 192. 
335 川崎、『ハンナ・アレントと現代思想』、63-5頁、E. フォルラート「ハンナ・アーレントとマルティン・ハイデガ

ー」『ハイデガーと実践哲学』O. ぺゲラー他編、法政大学出版局、2001年、490-2頁。 
336 クリステヴァは、アレントが提示したこのような「思考」を評価する。すなわちアレントは、誤りの国としての不

在と不在の「間」を、ハイデガーのように死に対峙する「生命過程」として捉えていたものの、「アレント自身の信仰

の基盤」となっている思考の原肯定やその喜びを起点に据え、思考を孤独のなかに限定することなく、判断力へと発

展しうる含意をもつものと考えていたという（J. クリステヴァ『ハンナ・アーレント：生は一つのナラティヴである』

松葉祥一他訳、作品社、2006年、208頁）。 
337 LMII, pp.192-4. 
338 ホメロス『イーリアス』I. 70. 
339 Hw, S. 318-9. 古代ギリシャの宗教における見ることと知ることとの密接な関連については、K. ケレーニイ『神

話と古代宗教』高橋英夫訳、筑摩書房、2000年、第4章1節を参照。 
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の領域のなかの間へと到来している（angekommen）限りにおいて･････現前するもの（Anwesende）

のことを指す」と言い、それは「やがてあらんもの」と「かつてありしもの」、すなわち未来と過去

との関係で把握すべきであると言う。「過去のものや未来のものは、現前するものではあるのだが、

それらは隠れなきことの領域の外側において現前するということにほかならない。（しかし、両者の

ような）現在以外で（ungegenwärtig）現前するものは、現前を欠いたもの（不在のもの、Ab-wesende）

でもある。このような現前を欠いたものとしての、過去のもの、あるいは未来のものは、隠れなき

ことの領域へと到り着くか（hervorkommt）、あるいはそこから去り行くか（weggeht）のいずれ

かである限り、現在において（gegenwärtig）現前するものへと本質的に関係づけられたままであ

る」340。すなわち「あるもの」とは、隠れなきことを起点にして、現在において現前するもののみ

ならず、現在以外で現前すると同時に現前を欠くものへと、つまり「あらんもの」あるいは「かつ

てありしもの」へと関係づけられたものにほかならない。 
これを踏まえると、予言者とは、「現前するものの全体を、その現前においてすでに見たことがあ

る者」341であると言える。そしてハイデガーは、この「見る」という作用は、存在そのものの明る

みから規定されると言い、「見たことがある」つまり知ること（Wissen）とは、「存在そのものが保

持すること（Wahrnis）を、思考しつつ把握すること（denkende Gewahren）」であるとする342。

ここで「保持（Wahr）」とは、現前するものの全体を「明るみに出しながら匿う仕方で集約するこ

と（Versammlung）」343なのだから、「思考しつつ把握する」とは、「あるもの」と関係づけられた

現前するものの全体が存在によって明るみへと集約されるのを捉えることであり、言い換えればそ

れは、過去や未来のような不在であるものが隠れなきことの領域へともたらされるのを捉えること

にほかならない。隠れなきことの領域へと到り着き（hervorkommen）そこから去り行くこと

（weggehen）を、先述した生成と消滅に対応させるならば、ここでハイデガーが述べている「思

考しつつ把握すること」とは、不在のものが現在において現前するものへと関係づけられる契機、

言い換えれば存在と生成との差異が顕在化する契機のなかで可能となるような、「不在であるものへ

と臨む」思考そのものであると言えよう。 

ディディエ・フランクが述べるように、ハイデガーによるこのイーリアスの解釈は、生成と消滅

が常に不在と不可分であることを示している。「現前は隠れることと隠れなきことによって規定され

る。それゆえ現前は常に不在に住まわれ、不在を宿している」344。またクラインバーグ＝レヴィン

はこの予言者の「見る」という作用と、『存在と時間』における「配視（Augenblick）」との接点を

強調する。配視は「先駆的決意性（vorlaufende Entschlossenheit）」の謂いであり、さらに『転回』

においてその先駆的決意性は、過去の「保持（reserve）」に属する可能性が、現在に対して異なる

未来を明るみへともたらしつつ突如として視覚（vision）へと到来することを指す「閃光

（lightning-flash）」として表現される。アリストテレスのカイロスに由来するこれらの概念は、歴

史性についての根源的な語り（radical narrative）と密接である。一方ではそれは「未来での実現

を待望する過去の痕跡を取戻す」記憶を要請し、他方では「本来的な希望を先駆的に待ち受ける」

態度、すなわち「過去と未来を経験する絶対的に非妥協的な方法」を要請する345。先の予言者の説

明においてハイデガーは、このような歴史性の経験と保持に関わる「時間性の先駆的構造」を描く

                                                   
340 Hw, S. 320.括弧内の補足は引用者。 
341 Hw, S. 321. 
342 Hw, S. 322. 
343 Hw, S. 321. 
344 Didier Franck, Heidegger et le christianisme: L’ explication silencieuse, Presses Universitaires de France, 

2004, p. 27. 
345 D. M. Kleinberg-Levin, “The Court of Justice: Heidegger’s Reflections on Anaximander,” Research in 
Phenomenology 37, 2007, pp. 387-8. 
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ことで、「限定（limitations）」を超え出て地球の征服へと向かう現代人の思考方法の克服を試みた

のである346。 

「見る」ことと結びつくこのハイデガーの思考の概念は、前章で検討した、見えない領域におい

て不在の他者の視覚を自己の内部へと現前させるアレントによる思考のあり方と類似している。し

かも両者は、全体主義をはじめとする現代に固有の害悪に「限定」をかけるという実践的意義を有

しているのである。 

しかもこの「不在のものへと臨む」思考は、学位論文で提示された生成する存在しての自己のあ

り方と密接であり、それゆえ始まりの原理とも接点を持ちうる。神の前における単独的なあり方と

人間世界とを架橋する「始まり」は、存在と生成との差異によって規定されていた。学位論文にお

いて人間は、その「前」たる創造者の「後」で生成する存在として（誕生し死へと向かう存在とし

て）、その創造者との関係において「始まりを持つ」者として把握される。自己と同時にその創造者

を「見いだし」その差異を把握することが、罪悪をなす「製作」と共に「始まりの原理」を構成す

るということであった（第二編一章）。アレントは、ハイデガーを論じたこの箇所で、彼は「死」と

いう用語は用ていないものの、その概念は「ふたつの不在の間」における生の観念において明確に

表れていると述べる。両者は誕生へと到来する「前（before）」、死へと消滅する「後（after）」と

しての不在を指しているというのである347。上述してきた「不在のものへと臨む」思考は、過去や

未来の他者に関わると同時に、存在と生成の差異を把握するという点では、過去と未来の間に存す

る「誤りの国」での自己の有限性への自覚を促すものであると言える。 

さらにアレントのテクストの中の、「不在であるものへと臨む」思考に対応する思考のあり方が提

示されていると思しき別の箇所では、「始まり」との関係が示されている。その箇所とは、68 年に

刊行された『過去と未来のあいだ』の「序文」である。第一編の末尾で述べたように、アレントは

ここでルネ・シャールに言及し、彼の著作を、政治活動から思考へと戻ることを余儀なくされる「ア

イロニー」を示したものとして位置づけていた348。アレントによれば、シャールによる思考への訴

えが生じたのは、もはやない（are no longer）ものとまだない（are not yet）ものによって規定さ

れる時間のはざま（interval）が人々によって気づかれるときに、歴史的時間へと時おり自らを介

入させる奇妙な間（in-between period）においてであるのだが、こうした過去と未来のはざまにあ

って思考への訴えが生じるプロセスを「思考の出来事」として表現したのが、カフカの寓話であっ

た349。 

アレントの解釈によると、この寓話に登場する「彼」は、未来へ押し出す過去の力と過去へ押し

戻そうとする未来の力の双方と、そのはざまに立って戦っているのだが、その戦いが存在するのは

「彼」の「現前（present）」によってである。「「彼」が立っている場所は、通常われわれが現在と

して理解しているものではなく、むしろ「彼」の絶えざる戦いによって、「彼」が過去と未来に抗す

ることによって存在する時間の裂け目（gap）である。･････人間が時間の流れへと挿入されること

によって――アウグスティヌスの言葉を用いれば始まりの始まりによって――時間の連続体は過去

の力と未来の力に分割される」350。このカフカの寓話は『精神の生活』（第一巻、思考）において

も取り上げられており、そこでは「思考する自我」（「彼」）が次のように記されている。「（日常的な

営みから退避した思考する自我の）内省（reflection）においてのみ、過去と未来のあいだの裂け目

                                                   
346 ibid., p. 414. 
347 LMII, p. 193. 
348 BPF, pp. 8-9. 
349 BPF, p. 9ff. アレントによるカフカの寓話の解釈については、川﨑、『ハンナ・アレントと現代思想』、第4章第三

節を参照。 
350 BPF, p. 11. 
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が生じる。内省は不在であるもの――すでに消失したものか、あるいはいまだ現われざるもの――

を対象とする。内省はそうした不在の「領域（regions）」を、精神の現前へと引き寄せる。･････

思考する自我が「彼」のふたつの敵であるとみなすのは、時間それ自体であり、時間が含意してい

る絶えざる変化であり、また、あらゆる存在を、それが存在する
・ ・ ・ ・

がままにさせておく代わりに生成

へと変え、それゆえに、現前する
・ ・ ・ ・

存在を止むことなく破壊する容赦なき運動である」351。さらに、

時間の裂け目における思考の歩みは、「想起（remembrance）と予期（anticipation）の歩み」352で

あるとされている。 

要するに、アレントがシャールやカフカの寓話に仮託して語っている「思考」とは、過去と未来

の裂け目において、政治的活動からアイロニカルな仕方で退避するなかで成立し、想起と予期を通

じて不在であるものを精神の現前へと引き寄せることで、あらゆる存在が生成へと変化してしまう

のを妨げるものの謂いである。さらに注目したいのは、人間を時間の流れへと挿入させて、時間の

裂け目を作り出す、すなわち、思考する自我である「彼」を現前させて、過去と未来の力との戦い

をもたらすのが、「始まりの始まり」であるとされていることである。『人間の条件』（ドイツ語版）

においては、始まり（Anfang）による創造とは、何かの始原（Beginn）から区別される「始まり

の始まり」としての性質を持つとされていた。その創造に際して始まりの原理が人間の世界へと内

在し、後の政治的活動を構成するのであった（第一編二章）。 

この種の「思考」は、ハイデガーの言う不在のものを現前へと集約する予言者の知、「不在である

ものへと臨む」思考の延長に存することが推察される。ハイデガーは予言者の知の説明へと至る途

上で、存在は「歴運」の終局（e[scaton）へと「集約される」とし、これを存在の終末論（Eschatologie）

と呼ぶ353。歴運とは、『存在と時間』の説明に従うならば、「民族（Volk）」による歴史的可能性の

創造的「自性化（appropriation）」である。民族はそれに固有に与えられたある種の「可能性」を

自性化する限りで、「本来的に歴史的な」ものとなるのである。クラインバーグ＝レヴィンは、この

可能性とは、「不正合（injustice）」を被った者達が「返還（restitution）」を受け取る共同体の「自

由」の可能性であると解釈する。この可能性は歴史に住まうという歴運、原初的定め（original 

dispensation）によって構成される。この可能性は、事実的な始まり（Beginn）に、すなわち未だ

決して現前していない始原的な（ursprüngliche）過去に残されたままであるが、新たな始まり

（Anfang）において民族のかつての約束が履行されることで取り戻される。「アナクシマンドロス

の箴言」において「終末論」として語られるものは、このような契機を指している354。われわれが

すでに検討してきたように、アレントにとっての始まりの原理は、事実的な始まりとの差異として

実現される可能性にほかならず、それはハイデガーが述べるような、存在の法則にしたがって歴史

に住まうこととしてのポリスを成立させる可能性と同様に、自らが住まう悲劇的世界の理解をもた

らす可能性として作用するものであった（第一編二章）。アレントとハイデガーにとって、過去と未

来を現前へと集約する（精神の現前へと引き寄せる）「不在のものへと臨む」思考とは、まさにこの

ような可能性の実現（自性化）の契機となっていることが伺える。 

さらにクラインバーグ＝レヴィンは、先の予言者の説明で描かれた時間性は終末論的あるいは先

駆的な構造を持った「逆説的な」ものであると言う。逆説的であるとは、存在が運命的・破壊的

（Ungeschicklichen, fatal）であると同時に歴運的（Geschicklichen）でもある「誤りの国」に到

                                                   
351 LMI, p. 206. 括弧内の補足は引用者、傍点は原文で斜体を表す。 
352 BPF, p.13. 
353 Hw, S. 301-2 
354 Kleinberg-Levin, op. cit., p. 397 
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来する事態を指す355。ハイデガーにとって「運命」は自由の破壊となり得、「歴運」は自由の完遂、

あるいはその実現（fulfillment）となり得るが356、終局において歴運の可能性は「それが有する不

可能性を超え出る」のである357。現存在の非本来的なあり方は、原初的な潜在性を反省的に自性化

することなく過去の伝承を単に運命的に（fatefully）受け継ぐのみであり、それゆえ予言者の解釈

で語られる存在の思考としての存在論においては、過去の文化的伝承から引き出される未来との関

係での先駆的決意性だけでなく、存在の時代的（epochal）定めを根源的に異なった仕方で自性化す

ることに関するある種の開け（opening）が問題とされる358。ハイデガーがこのエッセーで「悲劇」

と呼ぶ現代の無秩序（disorder）的な事態は、個人が「運命」に強制されて充溢（fulfillment）な

き時間を生きる事態を指している359。アレントが悲劇的世界の克服の可能性を、その原因でもある

始まりの原理に見ていたように（第一編二章）、ハイデガーも悲劇的な無秩序の克服を、運命の只中

での歴運による可能性の自性化に託していたのである360。 

またハイデガーが「ゼロ地点」に見ていたとされる「新しい始まりへの希望」とは、「不在である

ものへと臨む」思考を可能にするこの「始まりの始まり」への希望、すなわち始まりの原理が顕在

化し、再び政治的なるものを獲得することへの希望であることが伺える。すると先に見た存在と生

成との差異は、この始まりの原理の形を変えた表現であることも推察されよう。 

では、このような、不在であるものへと臨む思考を成立させると同時に、その思考によって把握

される存在と生成との差異が有する政治的意義は、どこに存するのであろうか。マルケルが解釈す

る活動概念の時間的構造が参考になる。マルケルによれば、始まりとしての活動は未来へと進む活

動力であり、それは未来での受け取られ方に依存する。その場合の未来は――ある意味では過去も

また――不確かなものである。「それゆえ活動を、多様な時間と場所で存在へと至りつつあるかある

いは存在から離れつつある（coming into being or passing away）何かとして、すなわち、満ちて

は引く潜在的な循環の空間において応答することがもつ強度として、しかしながら、決してただ単

にあるいは最終的には存在する
・ ・ ・ ・

ことのない何かとして語る方が望ましいかもしれない」361。活動に

よってもたらされた出来事に対して、それについての理解を伴う新たな活動によって応答し、それ

がまた出来事をもたらすという、「微妙な時間的ねじれ」によって織り成される出来事と応答の循環

（第一編一章3節）が、ここで想起される。上述してきたように、アレントにとって不在であるも

のへと臨む思考は、想起と予期によって不在のものを現前へと引き寄せる作用にほかならず、存在

を生成へと変えてしまう時間の変化に対抗する役割を担っていた。またハイデガーにおいてそれは、

活動が誤りをもたらす運命において存在が侵入する瞬間に、その存在を、生成・消滅しつつある存

                                                   
355 ibid., p. 412, cf. Hw, S. 310-1. 
356 Kleinberg-Levin, op. cit., p. 400. 
357 ibid., p. 412. 
358 ibid., pp. 412-3. 
359 ibid., pp. 401-2. 
360 『存在と時間』（74節）において、「運命」と「歴運」はそれぞれ、状況に拘束されつつ選択することとしての単

独性、その共同現存在との相互関係としての複数性に関わるとされている。運命とは、先駆的に決意する現存在が自

らに課された具体的可能性を引き受けるものの、さらにそこにはそうした可能性が全面的に解体する可能性をも残さ

れるという事態を指す。他方で歴運とは、このような単独的な現存在の生起が、「共同体」や「民族」のような複数性

の相で捉えられた事態を指している。これら両者は互いに互いを条件づける両義的な関係にあり、それは可能性を運

命的に引き受ける現存在さらには共同現存在に先立って共有される「語り（Rede）」による（景山洋平「ハイデガー

における単独性と複数性の存在構造――『存在と時間』における運命と歴運の概念を中心として――」『年報現象学』）。

これはアレントの文脈においては、語りと行為からなる可能性としての権力が共同体を成立させ、さらに後の個体の

記憶へと受け継がれて共同体を構成する契機になるという、行為者の活動（破壊をもたらす運命）と通時的に作用す

る権力（自由の実現としての歴運）との関係（第三編二章）に対応しているように思われる。 
361 Markell,“The Rule of the People,” p. 76. 強調は原文。 
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在物の「動き（Gehen）」として把握することの謂いであった。とすれば、不確かな過去から到来

し、同時に不確かな未来へと向かう時間的構造として把握される、「存在へと至りつつあるかあるい

は存在から離れつつある」始まりとしての活動は、かかる思考によって把握される存在と生成との

差異についての説明となりうるのではないか。存在と生成との差異が、活動の運命に存在が侵入す

る際に存在物の動きとして顕在化するのと同じように、活動の進行に伴って現実化される可能性と

しての始まりもまた、行為者が「どのみち受動的に被るはずのこと」へと応答するなかで、差異の

原理として顕在化して実在性をもたらす、言い換えれば両者は、生が輝きを失う誤りの国、悲劇的

世界の理解を可能にするという点で共通しているからである。不在なるものへと臨む思考がもつ政

治的意義は、思考という内省的な形態を取りつつも、活動の一環として悲劇的世界の困難を理解す

ることで、生の実在性を確保する点に存しているのである。 

 

2. クレオーンと始まりの原理 

 

われわれは、不在であるものへと臨む思考が可能となる契機を、存在と生成との差異というアレ

ントの表現に沿って検討してきたのだが、これらの作用が人間の生に輝きを与え、政治的なるもの

の獲得を促すとすれば、それはいかなる仕方でなされるのだろうか。実は、存在と生成との差異に

対応するにもかかわらず、彼女が一切言及しなかった概念がハイデガーのエッセーに存在する。そ

れは「用い（Brauch, crewvn）」である。以下ではこれを検討するが、まずハイデガーによる断片の
訳を参照しよう。「しかし、存在物にとって（den Dingen）そこから生成が存在するに至る源へと、

その消滅もまた用いに沿って（entlang dem Brauch, kata; to; crewvn）起こる。すなわち、それらの
存在物は不正合の（克服において）正合と、それゆえまた相互への配慮とを、帰属させる」362。断

片の前段においてクレオーン（用い）とは、存在物にとっての生成が存在し、消滅が起こるという

一連の動きが従う何かであるとされている。すなわち、そこで言われているのは、「必然性（クレオ

ーン）に従って、生成がそこから発し出て、消滅がそこへと通り過ぎる、そうした必然性が存続す

るということである」363。以下、クレオーンについてのハイデガー独自の解釈を見ていこう。 

通常は「責務」や「必然性」と訳されるこのクレオーンを、例えばコーンフォードは、神々をも

従属させる道徳的な力としての運命（モイラ）を受け継いだ観念であるとみなした364。しかしハイ

デガーは、これを存在物（ejovnta）の存在（ejovn）として考えられたものの最古の名称であると言う
のである365。このクレオーンにはまた、クラオー（cravw）やクラオマイ（cravomai）の意味が含ま
れており、それらにはあるものを手にする、扱う、手渡すなどの意味があることを指摘して、クレ

オーンにはBrauchつまり用い・享受の意味があると言う。そして用い・享受が意味するのは、「何

らかのものをそれに固有の本質へと手渡し、それを、そのように現前しているものとして、保持す

る手（wahrenden Hand）の内に維持すること」であり、さらに用いが示しているのは、「存在そ

のものは、現前するものとの関係として生成する（west）のだが、その関係は（現在において）現

前しているものとしての現前するものへと動き出る（an-gehen）関係にほかならない、そのように

存在が生成する仕方」であるとされる366。クレオーンが存在の最古の名称であることを踏まえ、「保

持」という語に着目するならば、クレオーンとは現前するもの全体を明るみへと集約する存在の謂

                                                   
362 Hw, S. 303 und S. 342. 「（克服において）」はハイデガーによる補足。Dingen（事物）は、ハイデガーの意図を

汲んで「存在物」と訳した。 
363 GA.78, S. 124. 括弧内は引用者。 
364 コーンフォード『宗教から哲学へ』廣川洋一訳、東海大学出版会、1987年、24-5頁。 
365 Hw, S. 334. 
366 Hw, S. 338-9. 括弧内の補足は引用者。 



69 

 

いであり、それはまた先述した予言者の知が、現前へと動き出る関係としての存在の生成を、思考

によって把握する仕方を意味していると言えよう。したがってこれをアレントの表現に対応させる

ならば、思考する者に対して「存在と生成との差異」が顕在化すること、あるいは存在物を支配す

る「生成の法則」であるということになる367。 

この用い（der Brauch）は、アレントがアウグスティヌスを解釈する中で提示した「記憶を用い

る」意志の概念（第二編二章）とも接点を持つように思われる。フランクは、ハイデガーがこの用

いの概念をアウグスティヌスにおける「神の享受（fruitio Dei）」との関係で理解している点に注意

を促している。用いは、享受（frui）と使用（uti）のいずれをも意味し、人間による神への愛（神

の享受）を基礎づけ、それゆえにそこから、自らを取り巻く世界と、同じように神を享受する者達

である隣人との関係をも構成する368。用いは人間による神の享受に先立つ神による人間の使用を指

しており369、それがかかる関係を構成するのである。人間による神への愛が、神による恩寵に対す

る応答（repondant）であるように370、人間的な使用（usus）、つまり世界や隣人を使用すること

は、この神的な使用（usus）への応答である371。人間は存在への思考や自性化（appropriation）

を、この神による人間の使用（uti）と「平行関係」にある存在による人間の使用（クレオーン）に

応えることで完遂するのである。先述のようにアレントにおいて「汝存在せんと欲する」愛の概念

は、外的世界での記憶を用い（uti）、物への執着を和らげる（自性化する）ものであることが強調

されていた。それは被造物による創造者への依存の「承認」としての、神の恩寵への、神秘的に「与

えられた」世界への「応答」を指していた（第二編）。クレオーンはこのような、人間と世界との間

の適切な関係を可能にするものであると解しうるのである。もっとも、生成という「未だない」と

「もはやない」の「間」で踏みとどまる人間のあり方を提示し、ハイデガーの読解においては存在

が隠れたままであることを強調するアレントにとって、存在による人間の使用（生成の法則に従う

こと）は自己否定をもたらしうる神への愛を基礎づけるというより、与えられた荒野としての世界

や他者への応答としての世界への愛を構成すると理解すべきである。それは、神が自己の「誰」を

人間と規定しながらも自らは退き、自己はその与えられたものとしての人間からも疎外されている

事態と類比的な構造にある。それゆえ生成の法則とは、神（存在）なき使用であり人間なき使用と

でも言うべきものである。神への愛は、記憶の「足跡」という外的世界に由来する愛そのものへの

愛という形態を取るほかなく、存在は人間を使用することで、かような仕方で世界を用いる可能性

をもたらしてくれるのである。 

クレオーンに存する実践的意義を、ハイデガーは断片後段での正合（Fug）、配慮（Ruch）との

関係に見ている。ディールスが、「なぜなら、存在物が（クレオーン（責務）にしたがって）互いに

（ajllhvloiV）不正（ajdikivaV）に対する裁きを（divkhn）受け（didovnai）、また互いに償いを（tivsin）
なす（didovnai）」と訳したところを、ハイデガーは以下のように訳した。「すなわち存在物が、不正
合（Un-Fugs, ajdikivaV）の克服において正合（Fug, divkhn）と、それゆえまた相互への配慮とを（Ruch 

                                                   
367 草稿では端的に次のように記されている。「ト・クレオーンとはゲネシス、つまり現前への生成を指し、同時にプ

トラ、つまり現前からの消滅を指す。しかし、現前は、単にそこへとゲネシスが離れ行き、そこからプトラが離れ行

く何らかの状態なのではない。その状態のなかにあって、出で立ちつつ消滅すること（ent-stehenden Entgehen）を

伴いながら、立ち去りつつ生成すること（ent-gehende Entstehen）こそが、むしろ現前の本質そのものなのである」

（GA. 78, S. 130-1）。 
368 そして用い・享受が意味するのは、「何らかのものをそれに固有の本質へと手渡し、 それを、そのように現前し

ているものとして、保持する手(wahrenden Hand)の内に維 持すること」である。 用いをこのように存在物を存在

の中で保持することとして規定するすることは、ハンマーの使用を通じてその本質が発見させるというハイデガーの

道具性についての分析にも反映している（Franck, op. cit., p. 123）。 

369 ibid., p. 131. 
370 ibid., p. 130. 
371 ibid., p. 131. 
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eines dem anderen, tivsin ajllhvloiV）（クレオーンに沿って）帰属させる（gehören, didovnai）」。ハ
イデガーは、ディケーから道徳的な観念を剥奪させて、それを、現前するもの（存在物）がふたつ

の不在の間へと「結びつけられている（gefügt）」こと、つまり結び目（Fuge）、正合（Fug）の謂

いであるとする。「留まるもの（Weilenden）の現前は、（過去からの）到来における「……から」

へと押しやられ、また（未来への）立ち去りにおける「……への」へと押しやられている。現前は、

このふたつの方向に向かって、不在へと結びついている（verfugt）」372。アレントの言う時間の裂

け目（gap）を想起させるこの結び目（Fuge）は373、アディキア・不正合（Un-Fugs）としての結

び目なきこと（Un-Fuge）を克服したものであり、その限りで正合は、クレオーンに沿って帰属さ

れる。また、存在物（現前するもの）が正合と配慮とをクレオーンに沿って帰属させる契機となる

のも、このクレオーンである。「クレオーンの本質が現前の本質として、現前するものへと本質的に

関係するとき、この関係のなかには、クレオーンが正合に、したがってまた配慮にも定めをもたら

す（verfügt）ということが存しているはずである。クレオーンは、現前するものが正合と配慮とを

クレオーンに沿って帰属させるように、定めをもたらすのである」374。 

不正合・結び目なきことの克服が生じるのは、配慮を帰属させることを通じてであるのだとする

と375、この結び目なきこととはどのような事態を指すのか。ハイデガーは、結び目なきことのうち

に立つことも現前しているものの本質であるとして、それを「ギリシャ人の存在経験の、ニヒリズ

ムとは言わないまでも、ペシミズム的なるもの」の現われであるとする376。結び目なきことは、「そ

の都度留まっているものが、単なる持続（Beständigen）というの意味での、留まるところの間に

執着しようとすることにおいて成立する。固持（Beharren）として間のうちに留まることは、その

間の結び目から考えれば、純然たる存続（Andauren）を目指して蜂起すること（Aufstand）にほ

かならない」377。アレントはこの箇所を引いて、「存続への執着」、「蜂起」について次のように注

解している。「ここ誤りの国において････破壊者としての意志があらわになる。すなわちそれは、「固

持（persist）・把持（hang on）への渇望」、人間が有する「自己への執着」への飽くなき欲求であ

る。このようにして人間は、誤り以上のことをなす。「固持として留まることは････完全なる存続

（endurance）のための蜂起（insurrection）である」。蜂起は「秩序」（order, ディケー）へと向

けられ、誤りの国に行き渡った「無秩序」（disorder, アディキア）を創出する。この「無秩序」は

悲劇であり、人間は無秩序の責めを負うことができない････」378。彼女がここで、結び目なきこと

（アディキア）を悲劇として捉えていることに注意したい。これまで述べてきたようにアレントに

とっての悲劇的世界は、人間がその固有の意志のもとで物への執着へと駆り立てられ、実在性を毀

損する事態を指していた。したがってクレオーンのもつ実践的意義は、それが存在物に対して、正

合と配慮を帰属させるよう定めをもたらすことで、存続への執着、蜂起を妨げるところに存してお

り379、これをアレントの解釈に敷衍するならば、始まりの原理の現前による悲劇的世界の克服を示

                                                   
372 Hw, S. 327. 括弧内の補足は引用者。 
373 アレントにおける「時間の裂け目」とハイデガーの存在論的時間概念との接点については、小野紀明『ハイデガー

の政治哲学』岩波書店、2010年、483頁（注9）を参照。 
374 Hw, S. 335. 
375 Hw, S. 333. 
376 Hw, S. 328. cf. LMII, p. 192. 
377 Hw, S. 328. 
378 LMII, p. 193. 
379 その実践の担い手は、先述した予言者であるということになろう。「予言者は存在物を、技術のように存続への渇

望のうちに保持するのではなく、現前から解き放ち、至りつつ離れつつあることのうちに保持する。この方途におい

て存在物は、存在物を存在へと至らしめる、現われては消えつつあることのなかで配慮され、測られるのである」

（Charles E. Scott, 

On the Advantage and Disadvantages of Ethics and Politics, Indiana University Press, 1996, p. 63）。  
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唆しているということになろう380。フランクが述べるように、存在物の存在に対する関係は、不正

合・結び目なきことという悪の起源の場所であり、それはキリスト教的な「罪という形態のもとで

の悪の起源の場所」と平行の関係にある381。アレントはハイデガーと同様、製作という罪悪に満ち

た世界において、あるいはそのような世界であるがゆえに可能となる克服の契機を模索していたの

である。 

クレオーンの延長に始まりの原理を位置づけることができるように思われるのは、それが何もの

にも規定されることなく、現前するものを限定する「結び目」を定める何らかの原理としての性格

を持つように思われるからである。つまりクレオーンは、それ自体は現前することのないアペイロ

ン（限定なきもの）として、現前するものに限定（pevraV）をもたらすのである。「用いは、現前す
るものに、間の分け前（Anteil）を分け与える（erteilte）･････。間の結び目は、現前するものを

それ自体として終局させ（be-endet）、限定する（be-grenzt）。その都度現前するもの、ta; ejovntaは、
限定（Grenze, pevrsaV）のうちに生成するのである･････。用いがこのように限定（Grenze）を手

渡すのは、用いがト・クレオーンとしてであると同時にト・アペイロン（限定なきもの、to; a[peiron）
として、その都度現前するものに間の限定を送りつけるなかで生成するという意味においてであ

る。･････限定なく生成するものは、正合と配慮を通じて定めをもたらされることがないため、何ら

現前するものではない。すなわちそれは、ト・クレオーンにほかならないのである」382。 

すでに述べたようにアレントは、アペイロンは不滅で永久なる特質をもった神性なものであると

しつつ、カーンに依拠して「存在することの持続性」をそれに類比するものと位置づけていた（第

一編二章 2節）。しかし、ハイデガーの草稿における限定（pevraV）の説明は、アペイロンあるいは
クレオーンと始まりの原理との接点を明瞭なものにしている。ハイデガーは、ギリシャ人にとって

ペラスは「制限（Beschränkung）」を含意するのだが、それは、何かが終わり、とぎれるというこ

とではなく、「この終局（Ende）において何かが、その何かであるところのものとして充溢するこ

と（voll）へと初めて生成する、すなわち充溢（Vollendung）としての終局」といった場合の「終

局」のことであるとして、次のように言う。「かように考えられた場合の限定（Grenze）とはこの

終局、つまり、ちょうど終わるとともに何かがその本質において始まり（biginnt）、その終局を通

じて何かの本質が結びつけられる（sich fügt）ような終局のことなのである。･････（「目的（Zweck）」

を意味する）終局ではなく本質の始まり（wesensbeginn）を指すとされた言葉である「限定」を通

じて、正合において存在するようなものとしての存在物が存するのである。存在物は「隣接（限定）

される（Gegrenzt）」ことで、結びつきつつ定めをもたらすこと、へと結びつく。このように理解

するとすれば、「限定」とは、アルケーをアルケインすること（a[rcein der ajrchv, 始まりを始めるこ
と）の本質にほかならない。そのときアルケーとペラスは、仲むつまじく手を携えることになる」383。 

要するにここで限定とは、何かの充溢としての終局を指すと同時に、何かの本質の始まりを指す

とされている。そしてこの限定を手渡すのが用いとしてのクレオーンであったのだから、クレオー

ンとは、そこで何かが始まること、「始まりを始める」ことの本質をもたらすものであるほかなく、

そうするとクレオーンはその枢要な特質を、アレントの始まりの原理と共有していることが伺える
384。アレントにとって「理解」とは、不意の出来事を終局あるいは「時間の充溢（fulfillment）」と

                                                   
380 スコットもまた、ハイデガーにとっての「悲劇的なるもの」は人間的な存続（endurance）を頑なに押し通すとこ

ろに存するとして、そのような悲劇的なるものの消失が生じるところに「希望」が生じ、それは存在物が互いに配慮

しあうなかで正合へと属すところに存するのだと述べる（ibid., p. 66）。 
381 Franck, op. cit., p. 133. 
382 Hw, S. 339. 
383 GA. 78, S. 231-2.括弧内の補足は引用者。 
384 他方でハイデガーは、現前とは現前するものが生成する際に従う当のものであり、クレオーンという語で考えられ

ているのはその両者の関係であるとしつつ、これを次のように解している。「現前そのものの本質を司る、現前するも
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して把握し、さらにそれを新たな活動の始まりとして位置づけて、出来事との和解を促すことであ

った（第一編一章3）。他方でハイデガーにとってクレオーンは、充溢なき悲劇的世界の運命、ある

いは歴運の終局において可能性が自性化するよう思考を促すものである。それは存在物に、何かの

充溢としての終局と何かの始まりを同時にもたらすことで、不正合・結び目なきことのうちに立つ

ことを本質とする現前しているものに結び目を与えるものなのである385。それゆえ、活動と理解の

循環構造として現実化する可能性としての始まりと、上述したクレオーンは、いずれも存在と生成

との差異を把握する思考を通じて、悲劇的世界を克服する原理として現われるのである。 

本章での検討を通じてわれわれは、悲劇的世界に関するアレントの思想は思いのほか、その多く

をハイデガーと共有しているということを明らかにできたのではないか。アレントはハイデガーの

存在論を、他者との共存の感覚に乏しい孤独な思考を要請するものと位置づけて、それに自らの政

治理論を対置させた386わけでもなければ、逆に自らの活動概念を放棄し、厭世観を抱いてハイデガ

ーの存在論に赴いたわけでもない。思考は政治的活動の延長においてのみ重要な意味をもつ387。活

動は必ず挫折するが、にもかかわらず活動することによってもたらされる可能性に開かれることで、

思考の意義が逆説的に浮かび上がるのである。アレントは活動に存するこの悲劇的特質を、まずは

アメリカ革命において（第一編）、ついで戦後の「ゼロ地点」に垣間見られた「新しい始まり」にお

いて（本章）確証しようと試みたのである。しかし学位論文以来のキリスト教に対する彼女の関心

に見られるように、それは西洋近代を駆動してきた思考の原型を形作るものとして理解されてもい

る（第二編）。このように、人間は現代のような悲劇的世界において思考を通じて自らの立ち位置を

把握し、政治の実在性の喪失を防ぐことができるのだとする見立ては、複数のアレントの著作に一

貫して存しているのである。 

 

                                                                                                                                                     
のと（現前と）の関係は、唯一無二の（einzig）関係である。その関係は、他のいかなる関係とも、何ら比較されな

いままに留まる。その唯一性（Einzigkeit）は、存在そのものの唯一性に帰属している」（Hw, S. 337.括弧内の補足は

引用者）。これは『人間の条件』（VA, S. 213-4）で描かれた、平等と差異が同時に成り立つ複数性の領域に、会話と

活動を通じて自らの唯一性（Einzigkeit）を保ちつつ現前するように促す、始まりの原理の特徴そのものであるよう

に思われる。 
385 もっともそれは、不正合や結び目なきことの消失を意味しない。K. ゴーバーは、ハイデガーが「存在物が不正合

の（克服において）正合を･････（クレオーンに沿って）帰属させる」という言葉の意味を解釈して、「存在物による

存在に関する経験は･････悲劇的であり続ける」（Hw, S. 330）と述べたことに注目し、正合でありかつ不正合である

存在物は、「存在の悲劇的性格」を説明していると言う。すなわち、現前と不在のような対立が本質的に共属している

こと（belonging-together）、つまり正合であることを知るのは、同時に存在と存在物のような還元し得ない差異がも

はや経験されずに隠されたままであるという、原初的な不正合を経験することにほかならない。「この不正合が克服さ

れるのは、ヘーゲル的な止揚の契機においてではなく、存在そのものの退去から差異の隠れたることが生じるという

ことを認識することにおいてである。･････オイディプスはテーバイを救済する者であると同時に、その悪疫の原因で

もあったのである」（Karen Gover “Tragedy and Metaphysics in Heidegger's ‘The Anaximander 

Fragment’, ”Journal of the British Society for phenomenology, Vol. 40, No.1, January 2009, p.49）。このようなハイ

デガーの態度は、誤りの国（存在の悲劇的性格）を理解（認識）することで、その克服を促すアレントの試みと重ね

合わせることができよう。 
386 カノヴァンによればアレントは、ハイデガーの80歳を祝う論文のなかで、彼は思考という「住居」の「居住者」

であったとしつつ、孤独な思考は共通感覚を弱めうることを示唆し、また『精神の生活』のいずれの巻においても、

思考と行為、哲学と政治のあいだの埋め難い対立を提示していた（カノヴァン、前掲書、344-7頁）。 
387 ヴィラは、存在は隠れたる領域に留まり、人間の活動は誤りをもたらすとするアレントの解釈を額面通りに受け取

る余り、はなはだ悲観的な結論へと至ってしまう。すなわち彼は、アナクシマンドロスの断片に示されているのは「シ

レノスの知恵に非常に近い」精神性であり、アレントにとって、そこから人間を救済できるのは「政治的活動」なの

だが、ハイデガーにとっては「そういう救済力は存在しない。あるものと言えば、「誤り」、疎外、故郷喪失だけだ」

と言う（ヴィラ『アレントとハイデガー』、397-8頁）。しかし、両者の著作を仔細に検討してみれば明らかなように、

いずれも活動ではなく「思考」の意義を強調することで、シレノスの知恵に見られるような自己破壊的なニヒリズム

からの脱却を模索していたのである。 




