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1．はじめに 
 

 本書は、二つの面をもつ。一つは、マルティン・ハイデガーの『存在と時間』期の「時間性の

哲学」の主題とし、これをとりわけ「根源」「派生」の観点から批判的に
、、、、

読みとくという側面、

もう一つは、こうした批判的読解を支えるもので、エマニュエル・レヴィナス、ポール・リクー

ルおよびジャック・デリダというハイデガーの影響を受けた 20 世紀フランスの哲学者らの観点

を導入し、ハイデガーとの「対決」を上演するという側面である。 

 これまでのハイデガー研究の動向を踏まえ、現代フランス哲学におけるハイデガー解釈の要

点を的確に把握し、それをハイデガーの批判的読解のための戦略的な基盤としていることは注

目に値する。とりわけ、「時間性」という、ハイデガー以降の現代哲学の主要問題に正面から取

り組み、ハイデガー、レヴィナス、リクール、デリダを（それぞれについての先行文献を含め）

丹念に読み込みながら、誰も単なる「引き立て役」とすることなく、対話さらには討議の場を作

り出すことに成功している。しかも、こうした「対決」を通じ、『存在と時間』が取り扱ってい

ない問題を外在的に指摘するのではなく、それが原理的に取り扱えないように思われる問題を

析出し、ハイデガーの「時間性の哲学」をいわば脱構築的に
、、、、、

解釈する試みとして、きわめて意義

深いものと言える。 

 以下では、評者が専門としているレヴィナスに関わる箇所を中心に、いくらかの論点を提示し

ておきたい。 

 

 

2. ハイデガーにおける「根源」／「基礎」について 
 

 まず本書全体を貫く読解姿勢について、一つ指摘をしておこう。 
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 本書の批判的読解の指針は一貫している。ハイデガーにおいては、通俗的な意味での「時間」

や「歴史」の観念も、現存在の脱自的存在様態を構成する根源的時間性に基礎をもつとされる。

本書によれば、前者は後者の「根源」に対する「派生」「発源」「演繹」関係にある。先に、本書

の姿勢が「批判的」「脱構築的」と言ったが、それは、本書第一部が、このような「根源」と「派

生」の関係をハイデガーに即して確認しつつ、そこにある種の綻びないし「隙間」を見出すこと

を目指しているためだ。このような姿勢自体は、「派生」に関してはデリダに、「媒介」について

はリクールに依拠するものであり、そうした幅広い観点からのハイデガー読解ということで納

得もされる。だが、ハイデガーの『存在と時間』期の方法論に焦点を合わせたとき、こうした「根

源」／「派生」の二項対立の脱構築という指針はどれほど適切なのかという疑問も抱かないでは

ない。 

 というのも、本書によれば、一方でハイデガーは「「実存論的分析論」を通じて諸学の基礎づ

けを果たしうる存在論、つまり「基礎存在論」の創設を試みていた」（8 頁：断りのない場合本

書からの引用）とされ、他方で、こうした「基礎づけ」が「根源」と「派生」、「発現」ないし「演

繹」とのあいだの関係にあるようにも読みうる。とはいえ、「基礎存在論」における「基礎」と、

「根源」／「派生」の問題は、同じ次元に位置付けうる問題だろうか。「実存論的分析論」は、

「諸学の基礎づけ」をする存在論という意味で「基礎存在論」なのか。それとも「基礎存在論」

の「基礎」は、「派生」的なものに対する「根源」なのか。 

 この問いが厄介であることの一つの原因は、本書の解釈の問題というよりは、『存在と時間』

期に用いられる「基礎存在論」という語それ自体がそれほど明快でないことに由来するだろう。

たとえば、「その他のあらゆる存在論がはじめて発源（entspringen）することのできる基礎存在論

は、現存在の実存論的分析論のうちに求められなくてはならない」（SZ, 13）とされ、「実存論的

分析論」は、「基礎存在論」として、「その他のあらゆる存在論」を「発源」させる「根源」とな

っていると読むこともできる。他方で、基礎存在論が基礎的であるのは、「現存在という、存在

論的＝存在的に殊別された存在者を主題とし、それによって、存在全般の意味への問いという核

心的問題に臨もうとする」こと（SZ, 37）、つまり「存在全般の意味への問い」の言わば「準備」

作業と読むこともできる（Cf. SZ, 183）。あるいは、「われわれの基礎存在論的考究は、現存在に

ついての主題的に完備した存在論をめざすものではなく、まして具体的な人間学を目指すもの

でもない」という記述からは（SZ, 194）、いわば応用的
、、、

な「具体的な人間学」（あるいは「事実的

な実存的可能性の諸相をそれらの主要項目や相互連関に立ち入って叙述」する「実存論的人間学」

（SZ, 301））に対し、「実存論的分析論」が「基礎的」なものとして位置付けられると解釈できる

かもしれない。『存在と時間』以外では、『現象学の根本問題』では、「存在論は基礎的部門とし

て現存在分析論をもっている」（GA24, 26）とも言われ、また『論理学の形而上学的な始元諸基

礎』では、「存在一般の基礎づけ」として「基礎存在論」が性格づけられると同時に、「基礎存在
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論」は「中心的」であるものの「決して唯一の問題ではない」とされ、「メタ存在論」の展望が

提示される（GA26, 196-199）。そうすると、「基礎的」は、単に「諸学の基礎づけ」でも、「派生」

的なものの「根源」でもない意味が込められているようにも見える。 

 本書の批判的視線は、このような「基礎」的な性格全般に向けられているのではなく、通俗的

な「時間」概念や「歴史」の観念が現存在の脱自的存在様態としての時間性という「根源」へと

もっぱら
、、、、

基礎付けられることに対して向けられている。こうした「根源」と「派生」の序列的で

排他的に関係性に対し、そうした現存在の時間性のほかにも
、、、、

「根源的自然」や「根源的歴史」に

根付いている
、、、、、、

可能性を示すものであって、その意味では、「基礎存在論」の地位それ自体は本書

の関心外なのかもしれない。だが、『存在と時間』が「基礎存在論」を「実存論的分析論」とし

て提示しようとしたこと自体は確かであり、現存在の時間性もそのなかでこそ根源的な身分を

与えられるものであってみれば、ハイデガーのいう「基礎存在論」がどの点で基礎的かについて

は、さらなる説明が期待されるだろう。 

 

 

3. ハイデガーとレヴィナスについて 
 

 本題に移ろう。 

 本書は第二部第一章で、エマニュエル・レヴィナスによるハイデガー解釈を主題としている。

注目すべきは、「他者論や倫理学の名のもとにハイデガー的な存在論の暴力性を告発する」よう

な「対立」よりも、「「時間性」という共通の主題への異なる取り組み」としてレヴィナスを捉え

るという本書の読解方針である（121-122頁）。従来の研究では、『全体性と無限』に散見される、

確かに過激と認めざるをえないレヴィナスのハイデガー批判を形容する語彙群（「専制」、「帝国

主義」、「暴力」等々）から、両者のあいだに対立関係をことさら強調する読み方がなされること

があるが、目を引く記述や文面にあまりに注目してしまうと、両者がどのような事柄に取り組ん

でいたのかその本筋を見逃すことにもなるだろう。これに対し本書がきわめて優れているのは、

そうした対立図式を前提とすることなく、テクストを精緻に読むことで、ハイデガーとレヴィナ

スにおける「時間性」についての取り組みのどの点が「共通」し、どの点が「異なる」かを丹念

に示そうとすることだ。 

 とはいえ、ハイデガーとレヴィナスをめぐる本書の議論の最終的な結論とされるものについ

ては異議を唱えておきたい。本書は、レヴィナスは、「存在了解に先立つ他人との対面的関係」

に着目することでハイデガーの「根源的時間性の時熟に先立つ根源的歴史の生起」を見出したと

する（204 頁）。もちろん、ハイデガーの「根源的時間性の時熟に先立つ」ものへの関心がレヴ

ィナスにあるとの解釈指針については評者も同意する。しかし、それが「存在了解に先立つ他人



基礎存在論は（どの意味で）基礎的か——ハイデガーとレヴィナス——（渡名喜庸哲） 

© Zuspiel vol. 3 2020 
 

 
 

49 

との対面的関係」という発想に基づくものであったかは、問題なしとしない。ただしそれは本書

第二部第一章の功績をいささかも損ねるものではない。ハイデガー対レヴィナスという議論の

落とし所を「他人との対面的関係
、、、、、、、、、

」に帰着させることを除けば
、、、、、、、、、、、、

、本書が示す「共通の主題への異

なる取り組み」という視角はきわめて重要できわめて示唆に富むものである。 

 論点は、いくつかある。第一には、本書が参照している 1951 年の論文「存在論は根源的か」

をどのように扱うかという点、第二に、「存在」という概念をめぐって同時期のレヴィナスが何

を理解しようとしていたのかという点、第三にそこにおける「他人」の位置付けである1。 

 

3-1.「存在論は根源的＝基礎的か」（1951 年） 

 第二部第一章の総括にあたる部分で、筆者は次のように述べている。「レヴィナスは、〔1〕根

源的時間は現存在の脱自という働きに尽きるのかと問うことで、〔2〕その脱自に先立ってすでに

他人との対面的関係があるということを明らかにした」（144 頁：番号は評者の挿入）。評者は、

1 の点については、異論はない。本書の第二部の功績は、ハイデガーが現存在の脱自的時間性へ

と回収されないものについての問いが、「時間性」をめぐるレヴィナス、リクール、デリダのハ

イデガー解釈の核心にあることを明らかにしたことにあるとも言える。だが、2 の指摘は、従来

のレヴィナス思想の理解からすると自然であるように見えるかもしれないが、とはいえ、先述の

とおり、議論の余地がある。しかも、この問題は、筆者が適切に時期を限定して行なった解釈の

指針に背いている、という点にあると言ってもよい。というのも、本書が分析対象とするのは、

1932 年の論文「ハイデガーと存在論」、1946-47 年の講演「時間と他者」および 1947 年の著作

『実存から実存者へ』であるが、「他人との対面的関係」は、これらのテキスト群の後の 1951 年

に公刊された論文「存在論は根源的か」に基づくものだからだ。47 年と 51 年だから些細な点に

見えるかもしれない。けれども、そこにはレヴィナス思想において決定的とも言える一種の「転

回」があった。あとで見るように、「対面的関係」における「他者」の発想が「倫理」として示

されるのは 49 年以降であり、51 年の「存在論は根源的か」はそれをもとに、はじめて「存在論」

と「倫理」との対立を前景化させるテクストだからだ。 

 本書は、とりわけレヴィナスの最初期（1932 年）の「マルティン・ハイデガーと存在論」に基

づき、レヴィナスがハイデガーを実存主義的に解釈するのではなく、「ハイデガー自身が目指し

ていた存在論的な課題についての適切な理解に基づいて」おり、さらに「『存在と時間』の根本

的な問い、すなわち超越の問題にすでに照準を合わせて」いたとしている（124 頁）。この指摘

はきわめて慧眼である。しかも、いわゆる実存主義とは独立したかたちで、レヴィナスが、ハイ

 
1 評者の立論の詳細については、以下で論じる予定である。渡名喜庸哲『レヴィナスの企て：『全体性と無

限』と「人間」の多層性』勁草書房、2020年（近刊）。 
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デガーのうちに二つの傾向、すなわち一方で、ハイデガーを「唯一の実存主義者」と呼ぶことも

可能にする「人間の実存」についての思想（「実存論的分析論」）と（251頁注 447）、それに対立

する「存在論主義」（126 頁）という傾向を区別しているという峰尾の指摘は、これまでほとん

ど出されてこなかったきわめて本質的かつ重要なものと考える。 

 ただ、本書では、この対立が、結局、「存在論主義」と「対面的関係」における「他者」の倫

理との対立に重ねられてしまっている。議論の余地があるのはこの点だ。 

 問題は二重に錯綜している。第一に、本書の指摘した「存在論主義」と「倫理」という対立は、

先に示唆したように、40 年代までのレヴィナスのテクストには現れず、51 年の「存在論は根源

的か」に初めて現れる。第二に、とはいえ、実は、「存在論は根源的か」で行われているハイデ

ガー批判自体をとってみても、「倫理」の立場からの批判に先立って、峰尾が適切に指摘してい

るように、「人間の実存についての思想」と「存在論主義」の区別が問題となっているのである。

実のところ、「存在論」か「倫理」かに先立って、先に指摘した「基礎存在論」が含む二つの方

向、すなわち「実存論的分析論」と「存在全般の意味への問い」の区別こそが、問われているの

である。 

 実際、「存在論は根源的か（L’ontologie est-elle fondamentale）」は、「存在論は基礎的か」と訳す

ることもできる。つまり、「基礎存在論」は、「実存論的分析論」なのか、それとも「存在全般の

意味への問い」の前段階にすぎないのか、「基礎存在論」がどの意味で「基礎的」かという問い

を、レヴィナス自身が発しているように思われるのである2。 

 つまり、「存在論は根源的か」が第一に提示しようとしているのは、ハイデガーの「存在論」

は「根源的」ではなく、「他者」のいる「倫理」のほうがより「根源的」だという主張ではない
、、、、

と思われる。むしろ注目しなければならないのは、「存在論」の「偉大な新しさ」とその「両義

性」の両方を指摘するその前半部分である。 

 ところで、レヴィナスが、「存在論の両義性」と呼ぶのはまさしく、本書が正しく指摘するよ

うに、「存在一般の認識」と「実存についての哲学」の両義性にほかならない。「われわれの具

体的な実存は、存在一般の「開け」へとそれが入る程度に応じて解釈される」とか、「実存の分

析およびその此のもの性と呼ばれるもの（Da）の分析」が「真理の本質、存在の知解可能性の条

件の記述にほかならなくなる」とレヴィナスは述べている3。これらの指摘が言わんとしている

 
2 レヴィナスの「存在論は根源的か」に対してはいくつかの批判があるが、その大部分は、「基礎存在論」

の「基礎的＝根源的」というのは「基礎づけ」という意味ではない、という解釈に基づくものである。その

際、デリダやクルティーヌはこの『形而上学入門』における「存在論」理解を典拠にしている。Jacques Derrida, 
Écriture et différence, Paris, Seuil, p. 120, no. 1 ; Jean-François Courtine, Levinas. La trame logique de l’être, Hermann, 
2012. この観点で一番過激なのは、「存在論は基礎的＝根源的ではない」というタイトルの論文を上梓した

パスカル・ダヴィッドである。Pascal David, « L’ontologie n’est pas fondamentale », in Philosophie, no. 62, 1999. 
3 E. Levinas, « L’ontologie est-elle fondamentale ? », in Entre nous. Essais sur le penser-à-l'autre [1991], Paris, LGF, 
« Le Livre de poche », p. 15. 



基礎存在論は（どの意味で）基礎的か——ハイデガーとレヴィナス——（渡名喜庸哲） 

© Zuspiel vol. 3 2020 
 

 
 

51 

のは、レヴィナスの言う意味で「他者」が、ハイデガーにおいては、「存在了解」の地平に還元

される、ということではなくて、「実存の分析」が対象としていた「われわれの具体的な実存」

が、「存在一般の認識」4、あるいは本書の言葉では「存在論主義」のなかでは捉えられなくな

る、という点にあるのである。 

 引用からも推察できるように、問題は『存在と時間』以降、に「真理の本質」をめぐるハイデ

ガーの思考の力点がずれてゆくことにも関わっている。『存在と時間』においては、現存在自身

の「開示性」こそが「実存論的・存在論的な解釈」すなわち存在了解の地平をなしていると考え

られるのに対し、1930年の講義「真理の本質について」以降、さらに「真理」の問いが掘り下げ

られ、現存在の実存論的分析論という枠組みにとどまらず、「存在の問い」との関連において問

われることとなる。本書が指摘するように（72頁）、この「真理の本質について」の講演は「『存

在と時間』から『時間と存在』への転回を施策することへの洞察を与えている」とハイデガー自

身が認める契機となったものである（GA9, 328）。ちなみに、この「真理の本質について」のフ

ランス語訳が1947年にアルフォンス・ド・ヴェーレンスとヴァルター・ビーメルにより公刊され

ると、レヴィナスは早速1948年の「多元性と超越」でこれに言及し5、さらに1959年には同書の

書評まで書くことになり、『存在と時間』以外のハイデガーのテクストとしては珍しい注目を見

せている。この書評でレヴィナスは、「人間的なものを「存在とは何か」という存在論的な問い

に応じて思考するという仕方は、ハイデガー哲学を、慣例的に実存主義と呼ばれるものの外部へ

と位置付けることになる。人間はそもそも人間に対して無関係の出来事が描くパースペクティ

ヴのなかで現れる」と述べているが6、ここには「存在論は根源的か」が見せた、「実存の哲学」

と「存在一般の認識」のずれがはっきりと意識されているだろう。ハイデガーの哲学が『存在と

時間』以降に見せた「基礎存在論」の「転回」にレヴィナスは細心の注意を払っていたと言って

もよい。 

 

3-2. レヴィナスにおける「存在」 

 だが、レヴィナスがハイデガー存在論にどこまで付き合っていたのか、という疑念は当然生じ

るだろう。「存在」からの「逃走」とか、「存在の彼方」という表現がキャッチフレーズのように

なっているレヴィナス哲学に対して、「存在」がどのように考えられているのかという問い（深

読みすれば、ハイデガー存在論への批判がされているものの、そもそも「存在」の概念を誤解し

ているのではないかという問い）が度々発せられることもある。本書でも、「レヴィナスはハイ

 
4 Ibid., p. 12. 
5 E. Levinas, « Pluralisme et transcendance », in E. W. Beth, H. J. Pos, J. H. A. Hollak (dir.), Actes du Xme congrès 
international de philosophie [1949], Kraus Reprint, 1968. 
6 E. Levinas, « M. Heidegger, De l’essence de la vérité », in Revue Philosophique de la France et de l’Etranger, n. 4, 
octobre-décembre 1959, p. 561. 
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デガーから「存在」と「存在者」の区別、つまり「存在論的差異」を引き継いではいるものの」、

両者がそれらの語によって理解しているものが「果たして同じなのか」が問われている（128頁）。

とりわけ、レヴィナスが「ある」を論じるときに繰り返し用いる「存在者なき存在」、「実存者な

き実存」という表現は、ハイデガー哲学の観点から見ると「不条理」ですらあると言われている

（129頁）。 

 本書は第二部第一章二節において、「ある」の概念を論じることでこの問いに対しきわめて興

味深い分析を行なっているが、ここでは、それを補足するためにでも、レヴィナスがハイデガー

の「存在」、むしろ「存在者」と区別されたかたちでの「存在すること
、、、、

」をどのように捉えてい

たのかを確認しておこう。端的にいえば、レヴィナスがハイデガーから引き継いでいる「存在者」

と区別される「存在」とは、「存在すること」という動詞的な
、、、、

事態である。1940 年に発表された

「時間的なものにおける存在論」では次のように言われている。 

 

「ハイデガーの哲学全体が実存するという動詞を他動詞とみなすことに存しているということもで

きるかもしれない。彼の著作全体は、結局のところ、この移行——この超越——の記述に捧げられて

いるのだ」7。 

 

 このように、レヴィナスは「実存する」という動詞的な理解こそが、「実存」ないし「存在」

を実体的に理解するのではなく、「超越」というその力動的な様相を捉えることを可能にしたと

考えている。1947 年の討論会でも、ここにこそ「ハイデガー哲学が与えた新たな哲学的な「震

撼」」があると力説される。 

 
「ハイデガー哲学が与えた新たな哲学的な「震撼」とは、存在と存在者を区別したこと、そして、存

在のうちに、これまでは実存者に宿っていた関係性、動き、実効的なものを移入したことにあると思

います。実存主義とは、実存を—動詞としての存在することを—出来事として感じ、志向することな

のです。出来事といっても、実存するものを生み出すものではありませんし、実存するものがほかの

対象に働きかける活動でもありません。実存するという純粋な事実が出来事なのです」8。 
   
さらに『実存の発見』の「記述から実存へ」（1949 年）でもこのような「存在すること」を「他

動詞」として理解する意義は幾度も繰り返されるが、こうした理解がいかにレヴィナスにとって

決定的なものであったかは改めて強調しておく必要があるだろう。いずれにしても、こうした理

解の背景には、「存在——他動詞的には、事実的な生を存在すること！」というハイデガーの『事

実性の解釈学』の発想が響いていたことは確実だろう（GA63, 7）。 

 
7 E. Levinas, En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger [1949/1967], Paris, Vrin, 3e éd., 2001, p. 116. 
8 Jean Wahl, Petite histoire de l’existentialisme, Club Maintenant, 1947. 以下に再録。Emmanuel Levinas, L’intrigue 
de l’infini, Flammarion, 1994, p. 117. 本書 251 頁注 447も参照。ただし、そこで「1942年」とあるのは 1947
年に訂正されるべきである。 
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 レヴィナスにおける「他動詞」としての「存在すること」という理解からはいくつかの展望が

開けるだろうが、ここでは三点のみ指摘しておきたい。 

 第一に、「ある」を指し示す「存在者なき存在」をどう理解するかだ。それは、よくある誤解

とは異なり、「存在者」がいない、あるいは存在者による存在了解が働いていないような「存在」

という純粋な事実、という意味ではない。問題は、「私が存在する」という主語＝述語、実詞＝

動詞のかたちで「存在する」ことを捉えられなくなるような事態である。レヴィナスはこの「私」

という主語＝実詞と、「存在する」という述語＝動詞の結びつきを、とりわけハイデガーと同様

に情感性（Befindlichkeit）として捉えていたと思われるが（それが「逃走論」や『実存から実存

者へ』で論じられる「吐き気」や「怠惰」であろう）、この紐帯が断ち切られる事態が「存在者

なき存在すること」である（それゆえに、そこから脱出は必然的に「実詞化（hypostase）」のか

たちをとる）。 

 第二に、レヴィナスは「思考は何かについての思考であるのと同様、存在するという動詞はつ

ねに直接目的語を持つ。つまり、私は私の苦しみを存在する
、、、、、

、私は私の過去を存在する
、、、、、

、私は私

の世界を存在する
、、、、、

、ということだ」と述べているが9、そのようにして、「他動詞」として、つま

り「存在すること」を「目的語」をなすものとの超越的な連関として捉えることは、レヴィナス

自身が『全体性と無限』等で試みることになる世界論（享受）や時間論（エロス）にも通底して

いると言うことができるだろう。この点でも本書の指摘は示唆に富む。注でわずかに触れられる

にとどまるが、レヴィナスがたとえば「飢え」や「渇き」に注目するとしても（注 443）、それ

は、ハイデガーの実存論的分析論が取り扱えていないものを外在的に、無い物ねだり的に指摘し

ようとするものではなく、「共通の主題への異なる取り組み」として、すなわちこの場合には「世

界への超越」や「脱自的超越」を換骨奪胎するものとして捉えることができるように思われるか

らだ（さらに、「根源的自然」も『全体性と無限』の元基＝始原的なもの（élément）と関連させ

て論じられるかもしれない）。 

 第三に、レヴィナスはさらに「実存の哲学によって存在に導入された他動詞性という観念は、

「生成」によるアプローチ以上に、時間的関係においてよりいっそう具体化される」とも述べて

いる10。この意味での「存在すること」＝「実存すること」を「動詞／他動詞」として、しかも

それを「超越」という「時間的関係」において考えるという点でも、レヴィナスは確かにハイデ

ガーを継承していると思われる。ただしこの点は、本書第二部第一章が焦点とする、ハイデガー

における「時間性」の思想にレヴィナスがどのように「他人」を介在させるかに関わるため、節

を改めて論じよう。 

 

 
9 E. Levinas, En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger, op. cit., p. 140. 
10 Ibid., p. 142. 
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3-3. 地平の外部からやってくる「他人」とは誰か 

 この点でもっとも重要なのは、本書が引用する（140 頁）『実存から実存者へ』の次の記述で

ある。 

   

「実際、単独の主体のうちにどうして時間が出現しうるだろうか。〔…〕他の瞬間の絶対的他性は〔…〕

決定的に自己自身である主体のうちには見出しえない。この他性が私に訪れるのはただ他人からであ

る」11。 

   

 ここでの「他人」とは、本書が理解するのとは異なり、倫理の他者としての「顔」ではなく、

『実存から実存者へ』で明言されるように、エロス的他者としての「女性的なもの」であること

は指摘しておかなければならない。 

 ただし、レヴィナスがこうした「女性的なもの」としての「他人」を介在させる目的は、本書

が正しく指摘しているように、根源的時間を脱自という外への超越とみなしつつ、純粋自己触発

として捉えたハイデガーに対し、レヴィナスが「外部から」の触発こそを時間性のより根本的な

出来事とみなしたからだ。レヴィナスは、『時間と他なるもの』のすぐ後の講演「多元性と超越」

において、（「存在すること」としての）「超越」の観念が言い表そうとしていた事態を、〈一者〉

に基づく存在論的論理でも、「支配」に転化しかねない「権能」（「死」としての可能性）の論理

でもないかたちで、どのように描くことができるのか、という問いを発しているが12、ここには

ハイデガーの時間性の思想を継承すると同時に、批判的に乗り越えようとする企図がはっきり

と認められるだろう。さらに、同じ講演では、「求められる関係、これらの矛盾した要請を同時

に満たすことのできる関係は、他なるも
、、、、

のとの関係
、、、、、

に刻まれている」とも述べられているが、こ

こでの「他なるもの」は、『実存から実存者へ』や『時間と他なるもの』と同様に、「女性的なも

の」としての「他人」である。すなわちレヴィナスは、「未来／将来」を、ハイデガーのように

「己」の可能性に向けた「企投」から考えるのではなく、自らの可能性／権能を超え出るものと

の「接触」／「触発」として考えようとしているのだが、この発想こそ『全体性と無限』第四部

の「繁殖性」の議論に結実するものにほかならない。こうした「女性的なもの」としての「他人」

との「接触／触発」がどうして「時熟」を可能にするかは本稿の枠組みを大きく超えるため、別

に論じなければならない。 

 

 他方で、「顔」としての「他人」はどのように出てきたのか。少なくとも、哲学的なテクスト

においては、レヴィナスにおける「顔」としての「他人」の出現は、1949 年のミシェル・レリス

 
11 E. Levinas, De l’existence à l’existant [1947], Paris, Vrin, 1984, p. 159f. 
12 E. Levinas, « Pluralisme et transcendance », art. cit. 
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論「語句の超越」が最初のものである（『外の主体』に所収）。そこでは、レリスがその文学的な

実践において示した「象徴」の作用がまさしく「音」＝「声」を通じて現れるとして、「音」へ

の関心が寄せられていた。実に、この時期に行なわれていた哲学コレージュでの講義「発話と沈

黙」（1948 年）および「権能と起源」（1949 年）では、まさしく「真理」の顕現の場を視覚的次

元ではなく聴覚的次元に見定める「音の現象学」という観点が提示されているのである。『レヴ

ィナス著作集』第二巻に収められたこうした講義録を辿ってゆくと、「顔」としての「他人」は、

少なくとも哲学的な理論としては（つまり「シュシャーニ師」の教えやタルムードの口述解釈と

いった要素をひとまず措いて考えた場合）、このような「音の現象学」で出てきた「聴解」およ

び「教え」という発想に基づくものと言うことができる。 

 ただし、ここでもハイデガーは無関係なのではない。「顔」（および応答責任）が登場してくる

のは、ハイデガーにおける了解という（レヴィナスにとっては視覚の優位を保った）知解可能性

の条件に代わる聴覚的な「知」の条件の探究ゆえであったと言うことができるだろう。「存在論

は根源的か」の後半部の議論が論じているのは、この点にほかならない。そこでのレヴィナスの

言葉を借りれば「真理の本質すなわち存在の知解可能性の条件」は13、現存在の「了解」ではな

く、外部から到来する「教え」にある。言い換えれば、「顔」としての「他人」との対面関係は、

脱自的超越としての時間性の地平を超える「外部」としてではなく、「知」の条件としての存在

了解に対する「外部」として生じてきているのである。 

 事情がそうであると、「顔」としての「他人」という「倫理」の論点をハイデガーに対して突

きつけるとすれば、土俵となるのは、よく言われるように共存在の捉え方ではなく、「話（Rede）」

の問題系ではないだろうか。とりわけハイデガーにおいては、「知」の条件は、「了解」の循環構

造のなかに埋もれてしまうように見受けられる。「すべての解釈は、一方ではこれから了解を持

ち来そうとするものでありながら、他方では、それが解意すべきものをすでに了解していなくて

はならない」ためだ（SZ, 152）。レヴィナスは、ソクラテス的想起やハイデガー的了解に先立つ

ような「知」、本書の言葉では「根源的歴史」に由来するような「知」をどのように知ることが

できるのかという問題を、まさしく「真理の本質すなわち存在の知解可能性の条件」の問題とし

て捉えようとしていたのだろう。そのなかで、時間性をめぐる「女性的なもの」としての「他人」

とは別のかたちで——とはいえ形式的な構造としてハイデガーの地平的思考の外部からの闖入

と類似したかたちで——「了解」の解釈学的循環を突き破って鳴り響く「音」としての「教え」

を、『存在と時間』の「聞くこと」（SZ, 163）よりも徹底的な「聞かないことなどできないよう

な」ものして捉えるようになったように思われる。 

 

 
13 E. Levinas, « L’ontologie est-elle fondamentale ? », op. cit., p. 15. 
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 以上のように、いくつかの点で異論はあるとはいえ、そうした論点はどれも、本書が切り開い

た「時間性」をめぐるハイデガーとの対話という舞台のなかでこそ、今後さらに検討されるべき

ものだろう。とりわけ、本書がハイデガーとレヴィナスのあいだに見た「共通の主題への異なる

取り組み」という観点は、今後、両者を並べて読んでゆこうと試みる者に対して、大きな寄与と

挑戦を突きつけていると言える。 
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