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ヤスパースの「実存」 

            ――主観主義を超克する実存哲学―― 

 

                            松野 さやか 

 

 

はじめに 

 

 ヤスパースの思想の中心概念は「実存」である。ヤスパースのもとで「実存」すなわち

「本来的自己存在」は、個人における自己関係そのもの、および、超越者（ないし包越者）

との関係に収斂される、自他関係そのものである。こうした自己関係と自他関係は、関係

が生起する場の意味連関に応じて多面的な様相を呈する。そこで、本論文では、５つの章

においてそれぞれの観点から「実存」の本質的特徴を明らかにすることを試みた。各章す

べてに通底する課題は、ヤスパースは「主観主義」という哲学史上の難問にどのように取

り組んでいるのかという観点から、ヤスパースの哲学的立場を明確にすることであった。

ヤスパースの哲学的立場は、彼の精神病理学・心理学を基盤として形成されているが、そ

れは一貫して個人の「主観」を通して或る種の普遍性を探究するものであった、というの

が執筆者の見方である。 

 

 

第１章  意識の主観と客観への分裂 

 

第１章では、「主観性」の問題圏を明らかにするための足掛かりとして、意識の主観と

客観への分裂という現象について考察した。意識の「主客分裂」は、ヤスパースの議論の

最初に置かれる、第一の真なる前提であり、議論の中で登場する重要事項はすべてそれを

出発点として導かれ、それに随伴しているという意味で、それはアリストテレスの言う「原

理」に相当する。第１章の考察において、意識の本性である「主客分裂」が意味するのは、

知覚・思惟・希求など外界の対象へ向かう作用と、自我・人格へ統合される反省作用との

相互連関によって、意識が機能しているという根本的事態であることが明らかになった。

つまり、相反する方向性をもつ意識のはたらきが、互いに背反状態にありながらも補完し

合うという仕方で心的生を生ぜしめている。心的生においては、意識作用の主体としての

自我が、外界の対象を志向するとともに自我自身を反省するという根本現象があるため、

「対象意識」と「自我意識」との根源的相互性が展開される。 

「実存」についての意識は、「自我」についての意識の発達を基盤として覚醒されうる

ものではあるが、「自我」と「実存」の相違は、それぞれの現象様態において顕著に表れ

る。「自我」は主観と客観への「分裂」という関係性の中で現象する。これに対して、「実

存」のあらゆる現象には、「主観性と客観性の両極性  (die Polarität von Subjektivität und 

Objektivität)」という関係性が通底している。この「両極性」が意味するのは、「実存」は、

主観性を追求する動向と客観性へ現実化する動向の、双方の動向が有効に働きかけあい均



 

2 
 

衡を保ちながら、現象するということである。ヤスパースは、客観性と隔絶した主観性を

追求する「悪しき主観主義 (schlechter Subjektivismus)」に対しても、事実性一辺倒の客観主

義に対しても、同様に警戒している。このような意味において、ヤスパースの実存哲学は、

たとえそれが個人の主観的体験に重点を置いているにせよ、「主観主義」とは一線を画し

ていることが見えてきた。 

 

 

第２章 限界状況と実存 

 

実存を問題にする現代哲学は、科学的合理主義に対立する立場として、非合理主義とい

う意味での主観主義の範疇に含めて考えられることが多い。ヤスパースの思想もまた例外

ではない。しかし、ヤスパースの思想体系のねらいは、合理的なものと非合理的なものの

どちらかを偏重することにではなく、むしろ両者の統合に向けられていたことは、特に『世

界観の心理学』と『哲学』の中心思想である「限界状況 (Grenzsituationen)」論に顕著に表れ

ている。  

「限界状況を経験することと実存することは同一のことである」と言われているように、

限界状況の経験と実存の生成は表裏一体である。第１章で言及した「両極性」とは、実存

の生成過程の二面性を言い表しているが、実存の生成には、限界状況の経験を内面化しな

がら推進される、内的事象としての自己形成（人格の発展）と、人格の追求する価値を外

在化することによって遂行される、外的事象としての自己実現という、両面的な意義があ

る。第２章では、実存の生成をその内的過程と外的過程に分節することにより、「選択 

(Wahl)」と「決断 (Entscheidung)」（ないし「決意 (Entschluß)」）のそれぞれに固有の意義

を解明することを試みた。ヤスパースの「実存」は「限界状況」における「選択」と「決

断」によって生成する。「選択」も「決断」も、決して単なる主観的な内的行為ではなく、

理念や責任を意識してなされる主体的な創造行為である。「選択」は、いまだ現存してい

ない新たな自己を形成しようと意欲するはたらきとしての「自己選択 (Selbstwahl)」である。

「私が選択することによって、私は存在する」と言われるほどに、ヤスパースにおいて「私」

の存在と選択行為は不可分の関係にある。他方で、「決断」は実存の生成の外的過程にお

いて重要な役割を果たしている。「決断」は、目的・手段・結果に関する考量や、複数の

動機間での迷いや葛藤といった、内面の過程に一区切りをつけて、「私はそれを意欲する」

あるいは「私はそれを意欲しない」というように心を決する意志行為である。この行為の

重点は、自らの行動が人間や世界の内に引き起こす結果に対して「責め」を負う覚悟を決

めることにある。この点を顧慮するだけでも、ヤスパースの思想は、個人の内面に沈潜す

る生き方や自己本位な利己的行動の温床となるような、単なる主観主義の哲学ではないこ

とがわかる。ましてや、ヤスパースの実存哲学は「内面性のうちにのみ、自分自身の心の

うちにのみ、完全に孤立している個人が「実存」を守る態度のうちにのみ、実在的な何も

のかを見ようとする傾向」１ をもつという、ルカーチによる非難は不当であると言える。  

「限界状況」論は、ヤスパースの名を哲学史に遺した最大の要因とも言えるほど、思想

家たちの注目を集めてきたが、しかしその中には高い評価ばかりでなく厳しい批判もあっ

た。とりわけ、ヤスパースと面識があり当時の思想界で大きな影響力を有していたリッカ
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ートとルカーチは、この「限界状況」論の中で登場する「殻 (Gehäuse)」という概念に批判

の矛先を向けた。彼らは、「殻」という術語を曲解し、この術語に集約されていると思い

なしたヤスパースの立場を、生の哲学の延長線上にある「反合理主義 (Antirationalismus)」

や「主観主義 (Subjektivismus)」と呼んだ。彼らの批判的評価はヤスパースの業績に対する

一般的評価にも大きく作用したと思われる。それゆえ、第２章では「殻」という概念につ

いて再考しながら「限界状況」論の積極的意義を明らかにすることを目指した。結論を先

取りして述べると、ヤスパースの「殻」理論は、合理性・客観性を追求する哲学的認識全

般の価値を否定しているわけでは決してない。「殻」は、内面生活の表現形式として、ま

た外界に対する緩衝装置として、個人が世界の中で自己実現をするために必要不可欠な手

段である。重要であるのは、「生きている殻」と「死んでいる殻」を区別することであり、

古い「殻」の鋳つぶしと新しい「殻」の創造は、人間の内面的発展の転換点に深く関与し

ている。さまざまな「殻」が絶えず改鋳過程にあることが、内面生活の生の証なのである。

この点からも、ヤスパースの思想は、リッカートやルカーチが評したような主観主義では

ないと言える。 

 

 

第３章 包越者存在論と主観主義 

 

第３章では、ヤスパースが従来の「存在論 (Ontologie)」との違いを意識して「包越者存

在論 (Periechontologie)」と名づけた独自の存在論について、主観主義の観点から考察した。

この「包越者存在論」が、ヤスパースの哲学全体に対して占める位置に関しては、研究者

たちの間で意見が分かれる。ヨーロッパの研究者たちの間では、ヤスパースは、自らの前

期哲学に備わる、主観主義や非合理主義として批判の対象になりやすい面を克服するため

に、後期哲学の中核をなす「包越者存在論」を展開する際、理性を重視した哲学へと転換

したという見方が主流である。それに対して日本では、ヤスパースの哲学は前期の主著で

ある『哲学』の頃から一貫して理性を根本態度としており、したがってヤスパースは実存

思想の意義を疑問に付すような主観主義的傾向を克服しようとする思想を当初から醸成し

つつあったとする見方が有力である。執筆者の立場も、日本人研究者たちの路線上にある。

なぜなら、ヤスパースの思想の根底には、『世界観の心理学』に見られる萌芽的な哲学か

ら成熟した後期哲学における「包越者存在論」に至るまで一貫して、合理性も反合理性も

包み越えるものの存在を前提として、何か果てしなく大きな流れのようなものの一部とし

て個人を捉えるコスモロジーがあったと思われるからである。 

この章の考察は、包越者と人間の主観について、西田幾多郎（１８７０－１９４５）が

ヤスパースの「包越者」について示した見解を手掛かりに進められた。西田は「デカルト

哲学について（附録）」（１９４４年）の中で、デカルト以来の「近世の主観主義的哲学」

を批判し、デカルトの自我に関するヤスパースの批評に同意を示しながらも、ヤスパース

の実存哲学に対してもいまだ主観主義から脱しきれていないという点で異議を唱えている。

西田は、ヤスパースの「包越者」を「包むもの」と訳して、自らの「場所」の主観面にす

ぎないとみなした。 
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考察の結果明らかになったことは、第一に、西田がヤスパースの「超越するはたらき」

の「出立点」とみなした「主観」は、ヤスパースの側から言えば、夥しい主観―客観関係

を背負った「主観」であり、そこには他者や事物との間に張りめぐらしている複雑な関係

網が投入されている、ということである。ヤスパースにおいて、「非我」の存在と「自我」

の存在は同様の明証性を伴って意識されるのであり、「非我」がなければ超越するはたら

きの始点となる「自我」もない。西田から見れば、存在とは何かを問うはたらきの「出立

点」としての「主観」をコギトとしての点的存在に還元したことが、「主観主義」の犯し

た誤りなのであるが、その批判はヤスパースに関しては当たらない。 

 第二に、「包越者」は、西田が言うように、存在根拠の単に主観的な側面にすぎないわ

けではなく、それどころか主観と客観を包み込むものである。「超越するはたらき」が目

指す存在そのものとしての「包越者」は、悟性的認識によっては到達できない次元にある。

「悟性 (Verstand) 」と「理性 (Vernunft)」 を明確に分けて特徴づけたのは、ヤスパースの

功績の一つである。「悟性」は主観と客観に「分裂」しながら認識や思惟を遂行する。こ

れに対して「包越者のすべての様態の紐帯 (Band)」としての「理性」がすべての様態の内

に入り込みそれぞれに動きを促すことで、「現存在」・「意識一般（悟性）」・「精神」

が活性化しながら「世界」と相互交流をもち、それらの関係性を「理性」が主観的に総合

するときに初めて、われわれは「実存」を生成し「包越者」を感得することが可能になる。  

ヤスパースによると、われわれが包越者のすべての様態において存在を捉えようとせずに

個々の様態に「没入すること (Versinken)」のさまざまなあり方を、人間の歴史は教えてい

るという。すなわち、単なる現存在の場合「自然主義」に、単なる悟性の場合「合理主義」

に、単なる精神の場合「観念論」に、単なる実存の場合「実存主義 (Existentialismus)」に、

単なる世界存在の場合「実証主義」に、単なる超越者の場合「無世界論 (Akosmismus)」 に

陥りやすいのであり、これらの立場とは明確に異なるものとして、ヤスパースは自らの実

存哲学 (Existenzphilosophie) を考案したのであった。 

 

 

第４章 了解と実存 

 

「主観主義」批判を引き起こすほどにヤスパースが主観を重視する傾向は、彼の実存哲

学の思想的基盤である、精神病理学や心理学に関する思索のうちに胚胎している。本章で

は、一貫してヤスパースの思想の中心概念であった「了解 (Verstehen)」に焦点を当て、「了

解」という方法によって初めて明らかになる主観的体験の性格と、「了解不可能なもの」

としての「実存」の特性を際立たせることを目指した。 

まず、ヤスパースの主観的心理学の中核をなす認識方法である「了解」が、客観的心理

学の認識方法である「説明」と、どのように対置されているのか、ということに焦点を当

てて、「了解」の特徴を確認した。そしてそれを踏まえて、「了解」によって初めて接近

することができる「心的現実」の特性を明らかにした。第一に、患者さんの一人称の「心

的現実」には、当人の願望が実現されるという性格がある。「心的現実」は客観的事実と

は必ずしも対応していないリアリティであるが、それを真剣にとる治療者の態度があって

こそ、患者さんが抱え込んでいる切実な願望や感情を感情移入しながら汲みとることが可
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能になる。第二に、「心的現実」においては「複数の動機」が絡みあっている。われわれ

の内にはさまざまな願望や感情が去来しているが、そうした心的内容のうち、何らかの形

で外に現れざるをえないような心的内容のみが、「心的現実」とみなされる。その中でも

とりわけ、例えば常識外れの言動を惹起するように、個人のエネルギーの出力に影響を与

える願望や感情は、「心的現実」の中で作用している「動機」として重視される。「動機」

は、行動に先行する因果的な意味での原因ではなく、何らかの行動によって実現される目

的という意味での内的原因である。第三に、「心的現実」が「了解」によって捉えられる

とき、それは直接的確実性すなわち「明証性 (Evidenz)」を常に伴っている。心的事象の間

の脈絡に関して、説明はできないけれども〈これは本当のことだとわかる〉明証体験を承

認することは、了解心理学の前提である。それは、「知覚によって与えられる対象の実在

性と因果性を承認すること (die Anerkennung der Wahrnehmungsrealität und Kausalität)」が、自

然科学の前提であるのと同等である。「了解」が探求する「心的現実」には、「願望の実

現」・「複数の動機の相互作用」・「明証性」といった性格があることを見たが、さらに

第四の徴表として、このような「心的現実」を言語で表現するとそれは「物語」になるこ

とを、なぜソクラテスは死刑を免れようとしなかったのかという哲学史上のテーマに即し

て明らかにした。ソクラテスが亡くなったのは、彼が思想に殉じて刑死を選択・決断した

からなのか、それとも、物質的条件が揃っていたからなのか、という点で、プラトンとク

セノフォンの見解は分かれる。ここでは、ある行動の動機を「一人称的局面」としての意

識のはたらきに、特に意志のはたらきに求めるのか、あるいは、その行動を引き起こした

原因を意識の外に、すなわち意志の統御を受けていない身体的な事象や外的状況のうちに

求めるのか、という問題が争点になっている。ヤスパースがソクラテスの「人格」を「了

解」しながらソクラテスの生活信条としての「敬虔さ」を見出す姿勢は、ソクラテスが生

死に関わる行動を選択・決断する理由を、自然科学的な方法で身体的原因（「それがなけ

れば原因となるものが原因となるものでありえないであろうもの」）に求めるのではなく、

真摯に心の在り方（「真実の原因」）のうちに求める、プラトンの語り方と重なるもので

ある。その意味で、ヤスパースの「了解」は心理学の一分野で有効な方法であるだけでは

なく、それは人間の生き方の問題を扱う哲学の実践的・倫理的分野へ応用可能な素地をそ

もそもの始めから備えていたと言える。  

ヤスパースは『精神病理学総論』の第２版（１９２０年）において、了解に基づいて患

者の人格に訴えかける仕方で行う独自の心理療法について、一転してその実行の困難さを

表明するようになる。もし、主観的心理学を実践する治療者の仕事が、患者の「心的現実」

を「了解」すること、そしてそれに基づく話し合いを通じて患者の「治癒の過程」に寄り

添うことまでで終わるのであれば、そこには方法論上の限界はない。けれども本来は、患

者の「治癒の過程」は、本人の「自己実現の過程」に組み入れられるべきなのであり、そ

の過程では「了解不可能なもの (das Unverstehbare)」としての「本来的自己存在」すなわち

「実存」が「心理学的了解」を制限する。ヤスパースが主観性のうちに多元的な深みを見

出したのに応じて、心理学的認識方法としての「了解」だけでは、人間の主観の問題を十

全に捉えられないという事態が明らかになり、「交わり」という関係性が要請されること

になった。 
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第５章 交わりと実存 

 

周知のように、ヤスパースを主観主義者として非難する論者たちに共通していることの

一つは、ヤスパースの思想の基軸概念である「交わり」を度外視していることである。例

えば、ルカーチは『理性の破壊』の中で、ヤスパースの認識論を、生の哲学やキルケゴー

ルの独我論を徹底化した「極端な主観主義」とみなすだけにとどまらず、さらに、実践的

な問題領域におけるヤスパースの思想のうちにも、独善的な個人主義的傾向を批判的に見

出すが、この際明らかにヤスパースの「交わり」の思想を考慮に入れずに批判を展開して

いる。 

 『哲学』では、「交わり」の様態が「現存在の交わり」と「実存的交わり」に二分して

特徴づけられる。そのうちの「現存在の交わり」は、後に包越者存在論の枠組みの中で「（単

なる）現存在の交わり」・「意識一般の交わり」・「精神の交わり」へと明確に分節され

る、三つの様態の交わりを内包している。たしかに、ヤスパースが〈あるべきコミュニケ

ーションの様態〉として追求するのは、「そのうちで私が他者と共に私の存在を生み出す

ことによって初めて本来的に私の存在を知るところの、真の交わり」２としての「実存的交

わり」である。けれども、「実存的交わり」の「逸脱」した様態が「現存在の交わり」で

あるのではない。むしろ、「実存的交わり」は「諸々の共同体の関係」３としての（広義の）

「現存在の交わり」を前提として実現するものである。そうであるなら、ヤスパースの「交

わり」の思想が「主観主義」批判を免れるためには、「現存在の交わり」と「実存的交わ

り」のうち、双方ともあるいは少なくとも一方が「主観主義」的ではないのでなければな

らないだろう。 

 「現存在の交わり」に関して言えば、三様の階層から成る「現存在の交わり」を機能さ

せるためには、すべての様態の階層的連関を常に意識しておくことが、当事者たちに要請

される。つまり、この場合人間には、「主観主義」的に、単に個人的な関心に基づいて振

る舞ったり我を張ったりすることが許されるどころか、むしろ、自らの主観の在り方を克

己的に調節することが求められる。 

「実存的交わり」の典型とされる哲学的議論では、二者は連帯して互いの「自己」、す

なわち「実存」を創造することを目的として「哲学的了解」を行う。この場合、「関わり

あい打ち明けあう」といわれるように、「伝達」と「了解」が現存在的交わりとは異なる

次元で行われる。そこで関心事となるのは、各自の「人格」、すなわち各自がもっている

欲動や価値の体系的序列が、現にどのようなものであり、かつ、どのように発展していく

可能性をもっているのかということである。この際重要であるのは、相手の「人格」を社

会的通念や客観的基準に従って評価することではなく、相手自身の価値観や物の見方を理

解することである。「人格」を相互に「了解」しながら、いまだ思惟の対象とはならない

「了解不可能なもの」としての「実存」を呼び覚ましあうことが、「実存的交わり」の目

的である。「実存的交わり」に入る準備として、自らを開示する心構えをもち、意志の力

で様々な欲動を統制し、相手との相互性・対等性を確保するよう、主観の在り方を整えて

おくことが必要であり、その意味で「個々人の根源的に倫理的な本質  (ein ursprünglich 

ethisches Wesen des Einzelnen)」４を発揮することがわれわれには求められる。したがって、

「実存的交わり」の制約とは、個人が独善的な言動や利己的な振舞いといった「主観主義」
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的な行為を慎み、各自の「人格」を最大限に発揮して倫理的に行動することであると言え

る。 

ヤスパースによる「現存在の交わり」と「実存的交わり」の区別は決して恣意的なもの

ではない。アリストテレスが『二コマコス倫理学』の中で、有用性や快に基づく付帯的な

友愛と、善き人々どうしの間で成立する完全な友愛を区別したように５、一般に人間の一生

における人間関係は二つの部類に分けられる。社会学においても観念的に形成された公共

生活としてのゲゼルシャフトと、家族のような有機的結合体としてのゲマインシャフトは

区別されている６。一方には、共通の環境で生活し、利害関心を共にする者同士の関係があ

り、これは環境の変化や利害の不一致に伴って解消する。他方には、互いの「人格」に対

する真摯な関心があって寄り合い、腹蔵なく語り合う、互いに友として選ばれた者どうし

の関係がある。両者に通底する原理は、どちらの「交わり」も、その本質は「闘い (Kampf) 

としての限界状況」であるということである。「現存在の交わり」、すなわち、われわれ

が共同体に属して結ぶ人間関係や社交は、その本質から見れば、安寧な相互扶助ではなく、

それどころか「現存在をめぐる力ずくの闘い (Kampf mit Gewalt um Dasein)」としての「限

界状況」である。 「実存的交わり」の実質は、愛し合う二者どうしが互いの人格を仮借な

く吟味しあう作業である。また、「実存的交わり」が「愛しながらの闘い (liebender Kampf)」

という限界状況であるのは、二者は互いの「人格」を無批判に受け入れ承認しあうのでは

なく、そのさらなる発展に向けて吟味しあいはたらきかけあうからである。 

この章の考察から、ヤスパースの哲学の中核をなす「交わり」の思想は、われわれの主

観に無限の発展可能性と倫理性を見出し、個人の本来的自己存在が生み出されるようなコ

ミュニケーションの在り方を追求することが明らかになった。この観点からもヤスパース

の実存哲学は「主観主義」を標榜するものでは決してなく、むしろそれは、「現存在の交

わり」においても「実存的交わり」においても当事者の自制が要請されるという点で、実

践的・倫理的性格を備えていると言える。 

 

 

おわりに 

 

以上、論文の各章では、意識の主観と客観への分裂（第１章）、限界状況と実存（第２

章）、包越者存在論と主観主義（第３章）、了解と実存（第４章）、交わりと実存（第５

章）という５つの観点から、ヤスパースの実存概念を解明することを目指し、またヤスパ

ースに向けられてきた「主観主義」批判を検討した。その結果、ヤスパースの精神病理学・

心理学・哲学は、人間の主観に備わる無限の可能性を追求するものであり、精神科学本来

の積極的意義を有していることが明らかになった。ヤスパースの思想は決して「主観主義」

に陥るものではなく、これまでは不当な批判を受けてきたのであった。むしろ彼は、「主

観主義」を克服して普遍性を追求するために、哲学の新たな可能性を切り開く試みとして

「実存哲学」を樹立し、一定の成功を収めたと言ってよいであろう。 

ヤスパースの「実存」は、自然科学で用いる概念のように、厳密に定義できるものでは

ない。「実存」とは何かという問いには、客観的な形で答えを与えることができない。科

学的探究はすべての問いには正しい答えがあることを前提として進展するが、一人一人の
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人生においては解が一義的に定まらない問題を問い続けることもまた大切なのである。概

念的に把握し尽くせない「実存」は、われわれが自己実現を目指して自分の人生を創造し

ていく際に、それをめぐってわれわれが思案し格闘するところのものである。換言すれば、

「実存」という言葉の実質的な意味を決めることは、一人一人が人生を賭けて果たすべき

課題である。 
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