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「ほんとうの生活が欠けているJ
そう言ってその主著!の冒頭を始めたのはエマニュエル・レヴイナスである。といって

もこの文はランボーの f錯乱UI愚かなる娘Jからの引用である。

レヴィナスはこう続ける。

「ほんとうの生活が欠けている。」それなのに私たちは世界内に存在している。形而上

学が生まれ育まれるのは、このような不安を証明するものとしてである。 だから形市

上学は、「べつのところJIべつのしかたJI他なるもの」へと向かっていることにな

る。 (TIp.3) 

私たちは生活している。それは毎日の、ごく lヨ常の私たちのありかたである。といって

この生活が「ほんとうのJものであると心から落ち着いて、私たちが暮らしているわけで

はなし'0 とりあえず私たちは朝起きる。そして昼間をじぶんの「すること j、つまり仕事

に費やす。学生であれサラリーマンであれ、昼間、私の「することJ、在、の場所、私の役

害山立決まっていて、昼の湖、私は自分の場所でその役割になって仕事をしている。私は

1. . .として」過ごすその役割である。こうして日が暮れる。うちに帰って私は昼間の

役割を脱く。こうやって私は「暮らJしているのだ。それはただ司を暮れさせているだ

け、その一日を暮らしたというだけのことでしかない。それでもこの「暮らし」によって

私は糧を得、じぶんの場所を得、生きていくことができるのである。毎日とはこうしたも

のであり生活とはこうしたものだと私は思っている。それが世界の仁!Jにいること、人11J]の

世界の中に所属していることである。とりあえずこの「暮らしJ、この「私」を放棄する

ことはできない。それはまさに私が「暮らしjていけなくなること、糧を失いi明日を迎え

られなくなることだからである。「寒さや飢えや渇き、そして裸であるJ(TI p.89) ことが

世界の中での私の根本的な状況なのだ。 íl~~ 日」はどうなるかわからないのだ。だから私

は労働にしがみつく。どうなるかわからない不確定な「明日」、私自身の喪失の可能性=

私の維持不可能性をもたらす「明日jの到来をできるだけ延期するために私は労働する。

「労働するとは、喪失を先延ばしにすることJ(TI p.140) なのである。

だがそうだとすれば「私が手にする生は裸形の (nue)存在ではない。私が手にするのは、

労働と糧によって生きられた生J(TI p.83 傍点は原文イタリック)である。私の生は労

働によって得られたこのパンという「私ではないもの=他なるもの」によって養われてい

る。それが私がパンを享受するということである。「私がはたらき生きるためにパンを食
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べるとすれば、私は私の労働によって生き、しかもまた私のパンによっても生きているこ

とになるJ(TI p.83) のだ。だからレヴイナスは言う。「糧をとることで新たに気力をうる

ことは、他なるもの(l'autre) をく!司 (Meme))へと変容することであり、この変容が享

受の本質にぞくしている。他なるものとして認識された他なるもののエネルギー・・・(J千二1

111告)・・・が、享受にあって私のエネルギ一、つまり私となるのであるJ(TI p.83 傍点引

用者)。

労働によって「他なるもの」を「私jの中に取り込み「この私」という同一性を維持し

ていくこと。私の欲求も幸福もここにある。「パン」は私の欲求であり、同時にそれを

受することが私の幸福である。そこで実現されるのはこの私の維持である。だから「享受

と幸福は自己へと向かう運動であり、その運動によってしるしづけられるのは私の充足j

(TI p.116) なのであり、「享受することにおいて、在、は絶対的に私のために存在する。私

はそのとき他者へのかかわりを欠いたエゴイストJ(TI p.107) である。生きものであるか

ぎり私は必要=欲求の充足を求めていかざるを得ないからである九だとすれば「エゴイ

スト」であるということはすべての人間の根本的な状態である。だがそれは「他者たちと

敵対することも、「私のほうは」と口にすることもなく、他者に対して完全に耳を閉ざし、

一切のコミュニケーションと、コミュニケーションすることへの拒絶のすべてをはなれ

て、空腹に聞く耳なしという状態、で、存在するJ(TI p.l07)エゴイストなのだ。ただ私が生

きていくということ、それが私の唯一の目的なのである。この目的に繋がれた私の自に入

るのはすべて私が生きていくための何か、生きていくための道具であり、すべては私の維

持のために体系化された連関である。「世界は道具全体性として存在するJ(TI p.107)の

だ。「道具全体性は体系をかたちづくり、また、じぶんの存在に不安をいだく実存の気づ

かいにつなぎとめられているJ(TI p.107)のである。こうして私は私ではないもの、他の

ものをすべて私の道具として認識し、体系化し、私という伺-性を維持する道具として所

有する。私=<1司〉による一切の〈他〉なるものの収奪。これをレヴイナスは 1<[司〉の

(imperialism) J とn子ぶ。

レヴィナスにとって、人!日jの根本的状況は明らかである。

彼にとって人間とはまず、寄る辺ない正漢とした空間'に投げ出された存在である。そ

こは「寒さや飢え」やIjiZ:きや狼ゃあるいはよくわからない災いが、見通しのきかない、よ

くわからないというかたちにおいて人間を待ち受けている場所である。人!習を飢えさせ、

死に追いやり、無にしてしまうこうした工ントロビーに対抗して人間は生きていく闘いを

始める。それは自己を維持していく闘いとしての労働であり、漢とした怖しい|培閣の仁iコに

人間の生を支える道具の光を増やしていくこと、世界の中にあるく他〉をすべて「この私J
という<I司〉に摂取していく I~~ いである。われわれは生きるための必要立欲求を充たさな

ければならない/その欠乏は私の死を意味する。だから欠乏の解消、つまり必要=欲求を

たすこと、その享受が人間の幸福となる。「持つこと」が幸福であり「無いことJは死

に直結する不幸である。こうして「無いことJへの不安、欠乏がひとを労働に縛り付ける

のであり、欠乏への不安が人i習をエゴイストにするのである。この必要口欲求が満たされ

ない限り人間は労働を止めることができない。

だが、もし欠乏が満たされたら?生命を維持していく必要 z 欲求が満足し、その人関が
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「欠乏が満たされたこととしての幸福jな状態になったら?

そうしたら単純にその人間はエゴイストではなくなる。エゴの維持にしがみつく必要が

なくなるからである。

するとここに逆転が起きる。

「ほんとうの生活が欠けているJという逆転、そして幸福が不幸になる、という逆転で

ある。

「ほんとうの生活が欠けているj

ランボーはこうつぶやいて「ここではないどこか別の場所JI違うあり方」を探してアフ

リカへ、兵隊というあり方へ、あるいは武器商人というあり方へと漂流していった。 I1:j:J J 

にしがみついた生活は「ほんとう Jではない、ここにはもう充足 z 倦怠しかない/ここに

はもう幸福はない・・・この絶対的欠乏が「外jを立ち上げる。そしてこの渇望こそが IJl三

市上学jであるとレヴイナスは言う。「思想の歴史をつうじて形而上学が身にまとうこと

になった、もっとも一般的なかたちのもとでは、形而上学はじっさい一一どのような未知

の大地がその IIt界の縁を囲っていようと、またその世界がなお未知の大地を隠していよう

とも一一一私たちになじみ深い世界から旅だち、私たちが住まっている「わが家」をはなれ

て、見しらぬ自己の外部、向こう側へとおもむく運動としてあらわれるのであるJ(TI p.3 

傍点引用者)。だから形市上学とは「外jへと向かう渇望である。どこか違うところへ、

違うあり方へ、「外jへと向かう渇望、「ほんとう jの生活を求める渇望である。

「別のところJI違うこと jへのこうした渇望 (desir) は、かつて私を駆り立ててきた

欲求=必要 (besoin) とは違う。私にはもうパンも水も体を寒さから守る衣服もある。も

はや f何」が足りないとは言えない、むしろすべてが足りているのだ。それでも私には

「なにかjが足りないとしか思えない。欲求=必要は満たされている、だがその幸福はも

はや倦怠でしかない。しかもそれはこのパンに対する倦怠ではない、「私のパン」をj菜す

こと自体への倦怠である。まるで幸福とは欠乏が満たされていく過程自体であって欠乏が

私の幸福の前提であるかのように、欠乏が無くなると同時に幸福も失われたのだ。この有

限な世界の中で私に「必要な物J= 1欠けたものjをもう私は探すことができない。いく

ら I~日Ijのパン J 1~1jの場所 J '1を探しでも、それらはどれも「この私」を太らせること、「こ

の私」を向一化したままでなにかを加算していくことでしかない。それは最終的にあくま

で「この私」を起点、として引かれた私の放物線に、つまり〈向〉の自己展開の運動の線の

内側に私を閉塞させてしまうものでしかない。「じぶんに対して=じぶんのために (pour

soi)存在するJ(TI p.59) という主体の形式はじぶんが世界の中のものへの必要 z 欲求を

j持たされたときに挫折するのである。

それが私を世界の「外」に、そしておそらく「この私jの「外Jに向かわせる。

j¥.. 
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世界の「外jにあるものとは何か?

<1司〉の帝国主義によっては決して領土化されないもの、決して所有され〈同〉化され
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ないものとは何か?私を溝たさないもの、私の欠乏を充足させて私を幸福から追放しない

もの、決して私のものにはならないという形において私を充足(幸福の否定)から守るも

の。決して私のものにはならないもの、つまり「他なるものJのままであってキ急対的に

行むなるものJとは{可か?

絶対的に〈他なるもの〉とは〈他者〉である (L'absolumentAutre， c'est Autrui.) 0 

〈他者〉はく私〉に加算されることがない。「きみ」あるいは「私たち」と私が語るよ

うな共同体は、「私jの複数形ではない。私ときみとは、共通する一つの概念にぞく

する個体ではないのである。所有も、数的なユニットも概念のi司一性も、在、を他者に

結びつけるものではない。いわば共通の祖国が存在しないことによってこそく他者〉

は〈異邦人〉となり、その〈呉邦人〉がわが家をかき乱すことになるのだ。とはいえ

〈異邦人〉は自由な人間をも意味している。〈異邦人〉に対して私は、権能をふるうこ

とができない。私が〈異邦人〉を操作しようとしても、〈異邦人〉の本質的な側面は

私の掌擦を逃れる。 (TIp.9 傍点は原文イタリック)

「他なるものJとは「他者」である。そうレヴイナスは言う。その他者は〈異邦人〉で

なければならない。私が他者を同定できる他者、向定することによって私の i主界の一部に

組み込んでしまえる他者であってはならない。それは超越していなければならない=<異

邦人〉でなければならない。

だがなぜそうで「なければならないJのか?

それは私があまりにも簡単に他者を同定してしまうからである。というよりむしろ、私

は常にすでに他者を伺定してしまっている=所有しているのだ。一般的な関係性の中で他

者は 1<他〉者」としてではなく既に「なにかJとして名づけられ、名づけられることに

よって位界の中で所有されている。「人間存在ですらまた、「としてJという分節化のうち

で与えられているJ(TI p.274) のである。被は名づけられたとおりに受けとられている

=了解されている。むしろ彼は既にそう見えている詰それとしてしか見えなくなっている

ほどである。彼は世界の所与の記号において現象してしまっているのだ。もはや彼は「そ

れ」でしかありえない。だカ{1それ」として了解されるということ、「了解可能性i、つま

り表象されるという事実は、〈他〉が<1司〉によって規定されるという可能性にほかなら

ないJ(TI pp.96-97) 0 r存在者は自己を喪失して現象するその地平において、与えられ、

把持されることで概念となる。認識するとはかくて、無から出発して存在をとらえるこ

と、あるいは存在を無に連れもどすこと、存在からその他性を剥奪することに帰着してし

まう。ことのこのような消怠は、光の最初]の照射とともに、ただちに帰結する。光を当て

ることは、存在から抵抗を奪うことJ(TI p.14) なのである。

だとすれば私の自が私を、あるいは彼を裏切るのだ。私がいくら他者に向き合おうとし

ても、私の自に見えるとおりにその他者を見ることは、与えられた記号において他者を

「なにか」として向定してしまうことに他ならないからである。そして私がそうするやい

なや z 彼をそれとして見るやいなや他者の他者性は失われてしまう。そう見られた彼はも

はや分節化不可能な〈呉邦人〉ではない。彼はもはや「なにかj、私の世界の一部であり

私の世界の中の「ものj以外のなにものでもない。彼は「外」なるもの、「超越するもの」
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ではない。そしてく同〉に同化された他者の他者性の喪失と共に私の「外」の可能性も、

私の超越の可能性も失われてしまうのである。

だから彼は対象として認識されてはならない。既に対象としてlJI象してしまっている=

見えているこの世界の中で、それでも彼は対象として見られではならなし、

だがそんなことが可能なのか?

彼はもう既にこの光の仁[二iで対象として現れているのだ-

だとすれば私は夜、の自を裏切らなければならない=あるいは私は私の自を越えていかな

ければならない。私は私の目を越えて他なる他者のところへ行かなければならなし」この

越えていくこと、超越することが私を私の自由に結ぶからである。

私が私自身の I~l を越えるというこの難事は、再び自において試みられる。

それは他者の「顔」を見ることとしてである。

-i
 

i
 

l
 

{可であるかと問うことは、何としてと問うことである。そのように向うことによって

は、つまり現出はそれ自体としてはとらえられることがない。

けれども、なに性をめぐって問いかける間し 3は、誰かに対して定立される。そして応

答すべき誰かは、はるか以前からすでに現前している。なに性を求める一切の t~ll し 1 に

先立つ、ある問いに応答することによって現前しているのである。じっさいには「だ

れ?J (qui est-ce?) という担]いは17:1Jし3ではなし'10 だから知によってその17:1]¥; '1が充たさ

れることもない。この間いが向けられ定立されるだれかは、すでに現前しており、内

容となることなく現前している。そのものは顔として現前しているのである。 顔とは

なに性の一つの様態ではなく、ある伺いへの応答でもないo .• 1=¥] III各-・・顔とは

とくべつな表出なのであって、顔によって最初の言葉が定式化される。顔とは意味す

るものであり、あなたをまなざす恨のように、みずからのしるしの尖端に浮かび上が

るのである。

活動している者が誰であるかが、活動において表出されることはない。誰は現前せ

ず、みずからの現出に居合わせることもない0 ・中 111各 こ の 誰 は み ず か ら の

現出にあって不在な者として現出する存在にほかならない。存在の不在における現出

であり、現象なのである o ・・仁iコIII告・示されているのはある存在のしかたなの

であり、そこではなにものも究極的ではなく、いっさいがしるしであって、みずから

の現出において不在になりつつある現前、その意味では夢である。 (TIpp.152-153) 

_j~ 

/、

他者は顔を持つ。どんな他者も顔を持つ。私が彼を見ている限り私は「なに性」を見て

いるだけであって彼を見ているわけではないが、そのすべての「なに性」の向こう側に顔

がある。すべての他者がこの泣界の中では「なに性Jとして現象するとしても、そのすべ

ての他者は固有の顔を持つことにおいて彼が「なに性Jとして現象している存在であるこ

とを告げる。それはあたかも制服を着ている存在のようなものだ。それはilJIJJiliを着てい
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る。制服に同一化しでさえいる。それでも彼は制服を着ている存在なのであり、彼が制服

なのではない。着ている彼(あるいは既にそれと間一化している彼)は常に不在な者とし

て市!日JI~の上に(あるいは向こうに)現出しているのである。彼の顔がそれである。顔は裸

であるからである。だからレヴイナス う。「顔との関係は対象の認識ではない。顔が

超越しているとは、顔がこの世界のうちに踏みいりながらもそのほ界において不在である

こと、つまりー簡の存在が世界から追放されていることである。その超越は同時に、顔が

呉邦的であること、裸にされ、プロレタリアであることの条件なのである。異邦人である

ことは自由を示すけれども、それはまた異邦人であることの悲惨をも示している。 自由は

〈他〉として現前する。しかも〈向〉に対して現前する。<1可〉はいつでも存在することに

おいて原生iめであり、住まいにあることで常に特権的であるからであるJ(TI p.47) 

は襟である。顔は「持たないj者、呉邦人である。そして見ている「この私jは「特

権的で、ある私ムすべてを私の所有物にし必要 z 欲求を充たしてきた私である。

レヴイナスはこの「顔Jに応答せよと私に言う。それは「持たざる他者jに対して「特

権iめである私jの義務である。

だが私は顔にどう答えればよいのか?

顔は私に現前する。としても顔は無言である。 13克出はそこで、ただ存在を告知する以

外のなにものであってもならない。存在がこの現出そのものを指揮するものとして現前し

ているのであって、存在をたんに提出させる現出に先立って、存在が現出しているのだ」

(TI p.37)。顔はただ異邦人として、持たざるものとして私の前に現前するだけである。顔

が「なにか」を語るのではなし」むしろ顔は、こちらが近づいていくと「慎み深く J~陛限

に後退してしまう「女性的なものつのように、主体としての私の所有から、認識と了解

の地平から、つまり光の地平から暗がりへと限りなく逃れていくのだ。

それでも顔はある。だが私は顔があること、その現前から日を逸らせることができる。

だがもし顔から I~l を逸らせたら、私はこの世界の中の現象に再び閉鎖、されてしまうだろ

う。もし現象の向こう 1WJに存在があることを、光の当たらない向こう側に存在が限を開い

ていることを「見ないこと jにしたら、在、は再び「中Jに、現象の地平に、存在を欠い

た「見えるものjの地平の中に閉鎖されてしまうだろう。私は世界の中での必要=欲求と

享受=幸福=倦怠のスパイラルの中に、同一性の J::j:Jに再び閉鎖されてしまうのだ。そこは

安全である。 だがそこには幸福はない。それはもうわかっている。だからこそ私は「外J

へ、「他なるもの」へ、他者の顔へ、じぶんの安全な大地の境界線を越えて超越しようと

したのだ。「外jが、 ii也なるものjが私にとっての渇望なのである。

j演はただ現前する。光の仁1::1で語る言葉ーを持たずにどこまでも光 z 現象のi向こう側に後退

していきながら、それでも顔は私に現前する。むしろそれは私をまなざす視線である。

「こうした視線こそが、 j演の顔としての顕現にほかならないJ(TI p.48)。

顔は「持っている私」の所有を問いただすだけである。というよりむしろ「持っている

私jが「持っているJことにおいて問し 1ただされるのだ。他者が問いただすのではない、

私が[日1し3ただされることにおいて他者の問いただしが生起するのである。 1<他者〉が現前

するとは、夜、による世界の悦ばしき所有がこのように問いただされることとひとしいJ(TI 
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p.48)。私のこれまでの充足、これまでの幸福、むしろそれらを多く所在していた者ほど

この裸の他者の前では恥じ入らなければならない。持たざる他者の空手に、たくさんの物

を摘んだ手を差し伸べることはできない。名前も立場も持たない他者の前に、名声や地位

で飾られた看板を立てることはできない。私は世界の中で生き延びるために多くのものを

掴んできたのだ。多く摘むことでじぶんの生き延びが保証されるかのように、在、は他者よ

り多くを摘んできたのだ。その私を他者がまなざしている。持たざる他者が私の物でいっ

ぱいな両手を見ている。それらにしがみついてきた私を、何も持たない他者がまなざして

いる。

他者は何も言わず私を見ている。だが私にいったいどんな手を差し出すことができるの

か?私を見ている他者に、私はどうやって応答すればよいのか?私はいったい「なに」と

して彼の前に立つことができるのか?あるいは私は、持たざる彼、空手の彼のまなざしを

素通りすることができるのか?

世界の中においては決して生起することのないこの間いの前に私は置かれる。世界の仁iコ

のことばでは応えることのできない応答の場所に私は置かれる。そこは私が私のあり方を

1~:)9 わなければならない場所、あり方を越えなければならない場所である。

レヴイナスは言う。 I(私は他者に)応答する (reponse)ことを迫られ一一現在の鋭い切っ

先によって一一一応答することの可能性 (responsabilite責任)として生みだされる。責任

あるもの (responsable応答しうるもの)として、私はじぶんの最終的な実在に連れ戻さ

れるJ(TI p.153 傍点引用者)のだ、と。

他者の顔が荘、をそこに置くのだ。 顔の前で、 i苛し 3ただされることを引き受ける私がはじ

めて私として生起=誕生するのである。しかも他なるものの顔が到来するかぎり、それに

応答するかぎり私は生起し続けることができる。応答が一度で完了することがないがゆえ

に、また他者の顔がいつまでも無数に、無限に私に現前し続けるゆえに、私の応答もまた

終わることはなし'0 こうして絶えず応答は再開されつづけ、応答する私がその都度あらた

に生起し続ける。その再開の 1=j::Jで私は無!浪に新しい私となる。それがレヴィナスにおける

「時間」である。だから「時間jは多産な、無i恨のl時間である。他なるものの顔に向き合

うかぎり私は無数の新しい私を生み出す父で、あり、同時に誕生する無数の新しい私=子供

だからである。他者の顔の前で私は無限に若やいだ誕生を続けていくのである。 肉体的な

死は単にそれを中断するだけのものでしかない・

自己は有限である。労働によってエントロピーをいくら止めようとしても終わりは必ず

来る。引き延ばしつづけた終点で死が待っている。私が「死への存在Jであることを免れ

ることはできない。生きるということが常に労働=死の先延ばしの途上にあるということ

だとしたら、私はその「死の先延ぱしの途上jである私の人生において常に労働に、そし

て死に絡め取られていることになる。しかもその途は欠乏と充足立倦怠の繰り返しの途で

ある。生の維持という必要 z 欲求という「小さな」欠乏は結局のところ「充足しうるj欠

乏だからである。

これに対して、応答する私、私自身の維持ではなく他者の顔への応答を私の存在の目的

とする私にとって私の存在は無限であり、幸福もまた無限である。なぜなら他者の顔の現

前が、したがってその顔への応答が無限に終わることがないからである。しかもその他者
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はこの光の所有の地平から「慎み深く」暗がりのほうに限りなく後退していく、所有が遮

i訴された他者なのだ。

私はもはや「他者に応答する者Jである。私はかつてそうであったように私のため

(pour-soi) に、〈同〉のために生きるものではない。私は 1<他〉者にj従うものなのだ。

それが私の「最終的な実在jである。その者として私は、以前の私が所有していたもの、

担っていたもの、属していた社会の道徳のすべてを踏み越えてこの私の他者に従う。この

顔に応答する責任のすべてに私が在るのであり、他者の顔に応答するものとしてはじめて

私は存在しうる=誕生しうるからである。顔はすべてを超越する。そして顔は私に、私が

かつて私を繋いでいたすべてのものを切り離すことを、顔に従うことを、顔に応答するこ

とを要求するのである。顔が「世界jからの、そして所有からの私の絶対の自由を形作る。

他者の顔に対ーする絶対の責任(応答)が私をこの絶対の自由に繋ぐのである。

そしてレヴイナスはそれを「倫理Jと呼ぶのだ。

だがこれは正篠にハイデガーの体系なのである。

IV. 

私が「この私J= <11:i])を維持していかなければならないかぎり、この世界の中で生き

ていかなければならない世界内存在としての私にとって「存在するJものはことごとくじ

ぶんにとって「使えるものJ、つまりじぶんが生き延びるための道具であり、世界はその

道具の全体性として現象するものであった。節で述べたとおりこれがレヴィナスの前提

であるが、この定式はすべて『存在と H寺間 fi.]でハイデガーが呈示した現存在としての人

間の基本的状況である。

ハイデガーにとって世界内存在住l-clerωWelt-sein) とは、さしあたり「位界の中に存在

する」という日常的なあり方のことである。誰もが (自分の意志に先だって)世界の中

のなんらかの場所に置かれているのだが、われわれはその場所で世間から期待されている

とおりにじぶんを存在させなければならないと思っている。そうしなければ生き延びてい

けないと怖れてわれわれは世界の中の「なにかjという記号的あり方に没入し、周りの人

間も物もそしてじぶん自身さえもすべてを道具全体性の仁1]に配置してしまっているのであ

る。それが世界内存在という言葉の示すものである。つまり人間はじぶんの生き延びのた

めにじぶん自身も含めたすべてのものを道具にしてしまっているのだ。だがこのあり方は

誰もがやっていること、われわれ人間にとってごく普通の、むしろ一般的なあり方である。

だからこそこのあり方をする人間をハイデガーは「ひと (clasMan) Jと呼ぶ。

われわれの誰もがこういうあり方をしている。「ひと jとは、死を怖れ死を田避してじ

ぶんの生き延びのために世界に埋没して生きているわれわれの一般的なあり方=状態なの

である。それはわれわれのすべてが今現に在る状態であり、われわれのすべてが現に支配

されているあり方である。

われわれはこのあり方が当たり前だと思っている。誰もが世界の中で役に立つ道具であ

りたいと思っているし、むしろ役に立つ道具になることが当然のこと、良いことだと患っ
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ている。他人より役に立つ道具になることがじぶんが評価される条件、生き延びていく条

件だとさえ思っている。こうして私はいつもじぶん自身に先駆けて状況を読み、それに向

けてうまくじぶんを集団立(Ge-stel1)し、用立て、同時に周囲のひとやものをも用立てて

暮らしてきたのだ。それが当然だと私は思っている。私は人!?りが作り出した道具全体性=

「存在者Jの世界を「ほんとう」の旺界だと思い込み、その世界の「中にいるjことしか

できないと信じ、その世界の J~::Jで与えられたじぶんの記号的あり方をじぶんの l唯一可能な

あり方だと信じ、そこにじぶんとじぶんのすべての可能性を投げ込んでしまってきたのだ

が、それが当然だと、むしろそれしかないと思っているのである。

ハイデガーが f存在と l時間Jによって企図したのはこの柏市5の解除で、ある。

その際ハイデガーはまず、世界内存在に対して「外部J=超越を、「ひと jという自己

疎外的あり方=非本来性に対して「最も固有な自己」という本来性を、二元論の形で対置

する。この二元論はいわゆる現象学が前提にする「見えるものJI見えないものjの二元

論であり、ここでの「見えないもの」としての「本来性」の次元は、世界内存在と「ひと」

という世界の「中J(日常)の「外部Jとして導入される。だがこの「外部jは切り離さ

れた「外jではなく、そのまま「中J(二重なるものとして置かれる。というのもハイデガー

が求めるのはこの世界という場所から「どこか別のところJに行くことではなく、この場

所でのこの私のあり方の変容だからである70 私の「他なるあり方jは、ハイデガーにお

いては、「別のところJI別のものとの出会いJにではなく、まさにこの場所における私の

選択によって生起するものなのだ。 換言すればすべての「ひと」は同時に、可能的に「最

も国有な自己jなのである。誰でもこの両方のあり方に関かれているのだ。誰でも「ひと j

に置かれており、「ひと」に置かれているそのさなかで同時に「最も悶有な自己jの可能

性に置かれているのである。それは「まだ・ないJというしかたで、あるいは「本来的自

己」を閉鎖しているというネガテイブな力引こおいて、私に開かれているのである。それは

欠如としての開示である。いくら私が「世界Jを閉じた場所であると信じてじぷんを閉ざ

し、じぶんの可能性を閉ざしてしまっていたとしても、それは「閉ざしているjという形

において、「閉ざさなければならなかった私JI閉ざされているここ」を、そして同II寺に「閉

ざされないここJI閉ざさない私」を示しているのである。

だとすれば必要なのは「開くことつである。必要なのは「ここjが常にすでに私にお

いて II~}~ かれている」ということ、ここ口世界の J~二l が閉じられているのではないというこ

と、まさにここに、この場所に「外J としての「本来的で最も I~I有な存在」の場所がある

のだということ、ここが「夕、Uであるということそれをわれわれがみずから「閉鎖

しているjのだということ、それらを示すこと、そして実際に「ひと」の状態を「本来的

自己jへと向かわせるその通路の門を解錠すること、そのこととなる。

ハイデガーの場合、その門の鍵は「死」にある。私がこの通路を閉鎖したのは死が怖い

からである。それは現象から存在へ、非本来的存在から本来的存在へ、道具から「最も!主i

有の自己」への通路である。この通路を閉ざして「中Jでの道具的あり方に私が自己を

閉鎖したのはそれが私の生き延びにとって必要だったからにはかならない。とりあえずこ

こにしがみついていれば生き延びていける。だから私は周りを配視し、イ可が適切かを判断

し、私の自由を閉鎖し、私自身を配置してきたのだ。
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だがもし死への怖れがなくなったとすれば?

そうすればこうした配視と計算の必要はなくなる。私が私自身と世界とを調達する=道

具化する必要もなくなる。私が私を疎外する必要も、世界に適合したあり方を私自身に強

いる必要もなくなる。そしてじぶんを記号に蔽め込む必要がなくなったら、私は私自身の

「最も固有の本来的なあり方Jを私に閉鎖する必要はなくなるのだ。そして閉鎖する必要

がなければ私の「最も固有な本来的存在Jは「取り戻されるつはずである・それは

解放されるはずである。 f本来的あり方jがそもそも私の「本来的あり方」であり、私の「最

も国有な存在」は私の「最も回有な存在」であるかぎり、私がそれらを閉鎖してきたその

原因を切除するだけでそれは「取り戻されるjはずである。それは私の「最も固有な存在J
なのだからである。それは私の最も包有なもの、つまり私自身のものである。在、が私自身

を疎外するに本来私にあったもの、私が私自身を疎外することを中断すれば!?奇かれてく

る本来の私、今も疎外の向こう担IJでひっそりと患を殺している私の本来の「最も固有な自

己j。それが私の「本来性Jなのである。それは「本来性」であるかぎり本来私にあるは

ずのものである。私をなにかjJUの「本来性」へ引き摺っていったり、「他」から新たな「本

来性」を私に付与する必要などないのだ。在、の「本来性jは、私自身が行ってきた閉鎖を

解除することで開かれるはずなのである。

ハイデガーが試みる解除のやり方はごく単純である。彼は私に、耳を開くようにと言う

のである。だがそれは「今までとは違う声」にである。

IljJ!Jくようにjというのは「閉ざしていた」ということである。事実私は閉ざしている。

防ざしてきたのは次の二つのことに関してである。一つは死を回避するすべての努力は無

であるということ。そしてもう一つは、その努力こそがこの生を疎外するのだということ。

このことから耳を閉ざして私は dasManの中に逃げ込んできたのである。

だが死なないためにいくら配視し計算しでも仕方がない。死は私にとってどうするこ

ともできない=追い越しえない可能性である。生き延びのためのすべての努力は無駄であ

る。それは明らかなことだ。それはせいぜいのところ少しばかり死を遠ざけるだけのこと

なのだ。だがそれにもかかわらず生き延びは生きている間iやじぶんを疎外しつづける。生

きている間 i干iじぶんの本来的な生をみずから放棄し「私が生きている今」を「私が生きて

いるのではない今」に、私の「最も固有な自己」を記号として集ー立された用立てに回収

してしまう。

それでは私は生きていることにならなし 3。生きていても生きていないかのような生しか

私には残されない。それは私の生だとは言えない。私の生は死の回避に消費されてしまう

のだ。

このことをただ聞くようにとハイデガーは言う。私がこれを I~号くように。その声に 15号き

従うように。これまで私が全力で塞いできた耳をこの声に開くように。そう彼は言うの

だ。

だがi司11寺にこれは次のことを開くことでもある。明日への'1布れに今日を回収することを

やめて今日を今日として生きることが、それでも可能性として私に開かれているというこ

と。!世界の 11てiリにいられなくなるのではないかと d怖れてじぶんを疎外し、もはや「私が

生きている」とはいえないような生を送る代わりに私が私の生を取り戻すことが、それで
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も可‘能性として私に開かれていること。そしてそれが「事実」なのだということを。

それは私に付き添ってくるもの、私が携えているものの声である 100

それは私の「友Jの声、私自身が携えている良心の声である 110

ハイデガーは言う。

良心のこの1I乎び進めつつあるIl乎び返しが現存在に了解するようほのめかすのは次の

ことである。すなわち、現存在一一じぶんの存在の可能性の中に立ちつつ、息分の

非力な企投の非力な根拠にほかならない現存在ーーーは、ひと (dasMan)のなかへの

喪失からじぶんをじぶん自身へと連れもどすべきだということ、つまり、存在は責

めある (schuldig)存在であるということ、このことである o ・・中I!l告・そうだ

とすれば、呼びかけを正しく開くことは、じぶんの最も国有な存在しうることにおけ

る自己了解と同じことになる。言い換えれば、最も閤有な本来的な責めあるものにな

りうることをめがける自己企投と同じことになる。こうした可能性をめがけて了解し

つつじぶんを呼び進めさせることは、現存在を呼び声に向かつて自由に解放すること

CFreiwerden) を、言い換えればIl乎び、かけられうることに対して用意していることを、

それ自身のうちに含んでいる。現存在は、呼び声を了解しつつ、じぶんの最も!主i有な

実存可能性に開きつつ聴従しているのである。現存在は、じぶん自身を選択したので

ある。 (SZ381-382 傍点は原文イタリック)

V. 

自由とは何か。

世界内存在としては有限の自由のもとにある主体がその ir:j:JJというあり方から超越し、

そこにおいて無限の自由を獲得する叶司特に本来の自己となる・・・というハイデガーの

形而上学的二元論の枠組みを正確に採用しながら、レヴィナスは超越の契機に「他者の顔」

を量く。世界の中では「じぶんの死」の回避に繋がれ、 <1可〉である自分の維持に縛られ

ていた主体が、自分ではないもの口他者の顔に聴従することを通して(あるいは応答する

ことを通して)じぶんの死を忘れる口永遠に他者の顔に応答する「真の私Jとして誕生し

続けるというプログラムをレヴィナスは立てるのであるが、このプログラムにおいて「顔J
として語られたものはかつてハイデガーが「良心jとして定式化した契機にほかならない。

「良心」の声に自己を !~f1 くことが現存在をその「本来的自己j に超越させるものであった

とすれば、レヴイナスの主体が他者の「顔j に応答するという?!~f;I浪の責任のもとで獲得す

るのはこの世界の諸価値からの絶対的な自由であり、〈同〉の同一性の概からの解放=i最

終的な自己jへの超越で、ある。その際、世界という「現象Jとその向こう側にある「存在j

の次元への裂け目を主体に飛び越えさせる契機一一一「顔jと「良心J一一ーは、「沈黙におい

て語るjという形式において主体に到来する。この「沈黙の語り Jに「聴従するjことを

通して主体が転回するのであるが、「顔Jが沈黙を詰る=その存在を語るだけであったの
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とi司棟、ハイデガーの「良心」も「沈黙という不気味な様態を取って詰る呼び声jである。

それらが「沈黙において語る」ものは註界の中に既に存在する実体的な価値・規範ではな

くむしろこの地上=世界内存在から自己へ回帰せよという命令であり、これこそレヴィナ

スがハイデガーと共に一一一ノ¥イデガーの線上に位置して一一要求するものである。こうし

て、「顔jも「声」も共に主体に「真の自己(最終的な自己・本来的自己)Jを「取り戻す」

ことを命ずる。それは ilITl帰Jであり ilWり戻し」である。それが「取り戻し」であるこ

と、「諮りうるなにかJになることではないこと、そしてこの「真の自己Jの取り戻しに

こそ「真の自由」があること。そしてこの命令の受容が「じぶんの死」を越えていく主体

において実現されること。このことも「顔」が「声」から引き継いできたことである。

おそらく問題は、 ii領」が他者の顔であること、そして「声jがみずからの声である点

にある。

レヴィナスにしてみればハイデガーの言う「みずからの声への傾聴jなど、主体のi司一

性の維持で、しかないだろう。じぶんの良心の声は「他性Jではない。だとすればそのじぶ

んの声を開くというハイデガーの構図はレヴィナスにとっては i<同〉のたわむれ」にす

ぎなし'0ハイデガーの中には他者の場所がないのだ。だとすれば他者を欠いたままの「じ

ぶんの良心の声による超越」は、レヴィナスから見れば、自己批判し自己超克するく私〉

というより強力な権能を持つ(私の物語〉を構築する「同一性の哲学Jに婦結するもので

ある。だからレヴィナスは言う。「権力の哲学、つまり〈同〉を問いただすことのない第

一哲学としての存在論は、不正の哲学である。ハイデガーの存在論は、<1也者〉との関係

を存在一般との関係に従j去させる。それは、ハイデガーの存在論が、技術の情熱に反対し

て、技術とは、存在が存在者によって隠蔽され、かくて存在が忘却されることにもとづく

ものであるとみなすときであってもそうなのである。ハイデガーの存在論は匿名的なもの

への服従でありつづけ、もうひとつの権力、帝国主義的な支配、専制を宿命的にともなう。

ここにいう専ilJlj とは、物イヒされた人間に対ーして;支術をたんにネí~粋に拡大していくことでは

ない。専制は、偶像を崇拝する「たましいの状態」、大地への根づき、隷属している人間

がときにその主人に捧げる讃美にまでさかのぼる。存在するものに先立つ存在すること

(l'etre avant l'etant)、形而上学に先行する存在論こそが、(たとえそれが観想の自由だった

としても)正義に先だっ自由である。それは、〈他者〉に対する義務に先だっ、 <1司〉の内

部における運動であることになるJ(TI p.17)。

だが、〈他者〉とは誰なのか?

九 レヴィナスにおける他者、「存在するもの」とは誰なのか?レヴィナスにおける「対面

するこの他者Jはたしかに世界内存在としての記号ではない。レヴイナスは i1患者jと「他

者の顔Jとを形市ヒ学的に分けることで1')、あらゆる他者をそのいっさいの属性にかかわ

らず「対面iする他者」として区画し、そのことによって彼が「なにjへと一般化される危

険、〈他であること〉をく向〉への回収によって抹消される危険を回避しようとする。た

とえどんな他者に対面したとしてもその他者の向こう側に他者の顔が、対面するわれわれ

が付与するあらゆる記号化を越えてこちらに向いている他者の「無垢なj顔が、あるいは

むしろ彼国有の「いのち」があると確定することで、レヴイナスの主体はそのいっさいの
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属性にもかかわらずすべての他者を受け入れることができるようになる。むしろ「顔Jは

いっさいの属i主にもかかわらず他者を受け容れよと言う命令である。レヴィナスはこうし

て他者の場所を、あるいは他者の「いのちjの場所を確保する。それが彼の言う「正義」

または「給理Jである。

その意味で言えばたしかにハイデガーには他者がいない。

だがそれはハイデガーにはもはや他者がし 3ない、ということである。

Vl. 

ハイデガーには他者がいなし」それは彼には自己もないからである。 I~l 他の区別はハイ

デガーにおいてはすでに放棄されている。ハイデ、ガーの主体は白地の区画を持たない主体

なのだ。だがそもそも主体に自他があるのか? 1他の主体」というときすでにわれわれは

他の「主体」と言っているのではないか?

ハイデガーの dasMan= rひと jは単に「ひとJである。 dasMan は中性 (das)である。

子供 (dasKind)がそうであるかのように dasManもまた性を持たなし」それはやはり

{共がそうであるように、存在ではなく「状態jである。あるいはこう言っても良いかもし

れない、それはひとつの時間・ひとつの症状で、あると。すべての私がそれを持ち、またす

べての私がそこから出て行きうるひとつの時間としての「ひと」。

なるほど「ひと」は「じぶんと他人Jを区別している。というのも「ひと」とは分節化

された世界をそのままに受け取っているもの、むしろ分節され人びとの語りによって手渡

された世界をそのまま鵜呑みにするものだからである。人びとの語りによって「ひと」の

世界は成り立っている。「ひと」の耳は「人びと」に向けられている。 g!他があると人び

とが言うから自他があると信じ、世界があると人びとが言うからそう信じているのであ

る。だから「自他があるjと言ってもそれは人びとがそう言っているだけのこと、それを

繰り返して言っているだけのことでしかない。「人びとJが「ひとJの複数形であり「ひと」

が「ひと dasManJであるかぎり、じぶんの死の不安につながれてすべてを道具化しよう

とする不安と欲で構成された「ひと jは単数で同ーのものとしてその不安と欲を語り、生

き延びの不安と欲に繋がれた「私」がそれを開いてしまうのである。たしかに rI~I 他J は

ある。「世界jもある。だがそれは「ひと」の「見方」においてでしかない。それは「ひ

と」にとっての地平、「ひと jのときの「世界ム「ひとJにそう受け取られている「世界」

でしかない。「自他」が存在するのではない。「自他があるjという語りが存在するのだ。

むしろ彼は自他という語りの下で、自他の区別があり生死があるという語りの下で、その

語りに巻き込まれてじぶんを構成してしまっている彼なのだ。こうして「じぶんと他人j

というファントムが生まれる。その分節の場で「ひと j は「自他を区別し !~l 己の生き延び

を欲するエゴイスト」である。そのそこにおいて「他者」が現前するのである。そしてそ

こにおいて他者との関係を調整する「倫理Jが必要となるのだ。 自他を区別するエゴイス

トである dasMan= 1ひとJが前提されているからである。だがこの区別は dasManの実

勢において--dasManのときにしか占一一存在しないのだ。だとすれば 11命理」はいった

い誰にとって、あるいは「なに」にとって必要なのか?
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レヴイナスは、ハイデガーが「倫理」に自由を優越させると非難するのだ。

J¥イデガーにはく他者〉はいない。ハイデガーは「倫理Jに自由を優越させる。

ハイデガーにはあらゆる主体がいるだけである。

「じぶんの死」の不安が作り{J:~したファントムの足掛i に縛られているすべての主体が、

それを切り離していくこと、「じぶんの死」の'怖れがもちこむ自他のi三百IJというエゴイス

ティックな迷妄を晴らせていくこと、そしてじぶんの最も民有な、本来の「いのちJに取

り戻されていくこと。「ひとJであるすべての私が、「ひとJのときに不可避な怖ろしい錘

の解除を経過していくこと。

それは恐怖していた/絶対に回避できないじぶんの死を取り戻すことにおいて生起す

る。この完全に開かれた「死への自由 (Freiheitzum Tode) Jの中で、私はみずから閉鎖し喪っ

てきた最も固有な本来の存在を取り戻すことができるのである。

それがハイデガーの求めたもの、あらゆる主体の一人で、ある彼自身において彼が求めた

ものである。

VII. 

自由であること。

それはひとりであることである。

というのも私は、ひとりであるというあり方をじぶんに許してこなかったからである。

世界の仁1:1でじぶんのあり方を「了解するjというのは、人びとが共有する世界のあり方

を世界のあり方だと受け取り、人びとが共有するもののあり方をそのもののあり方だと受

け取り、人びとが共有する私のあり方を私のあり方だと受け取ってきたということであ

る。私は人びとが詰るとおりに生きてきたのである。それは人びとがそう語っているから

である。ハイデガーはこう言う。「現存在は開くのである。というのは、現存在は了解す

るからである。他者たちと共なる了解しつつある世界内存在として現存在は、共現存在と

じぶん自身とに「開きつつ聴従して (horig)Jいるのであり、この聴従においてそれら両

者に耳を傾けつつ帰属しているのであるJ(SZ s.217) 

七 これが私がしてきたこと、 dasManのあり方の仁j::tで、選択する以前に選択してきた生

だったのである Ito こうして私はじぶん自身を配置してきたのだ。人びとと私が、私を配

置してきたのである。「誰かの言うことをIj若くことは、共存在としての現存在がその他者

に向かつて実存論的に解放されて存在していることなのであるJ(SZ 217)。

だがハイデガーはこう続ける。「それどころか開くことは、あらゆる現存在が携えてい

る友の声を開くこととして、現存在がじぶんの最も IJllI有な存在しうることに向かつてまず

第一に、そして本来的に開かれていることをすら構成しているJ(SZ 217) のだ、と。
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友とは誰か。

それは「あらゆる現存在が携えている」もの、どこに行くにも付き添ってくるもの、何

をしていようと私のうちに携えられているものである。それはむしろ携えないことができ

ないもの、選ぶことのできない現存在の存在構成である。

それは絶えず在るのだ。

そしてそれは私を呼ぶのだ。「現存在がじぶんの最も国有な存在しうることに向かつて

まず第一に、そして本来的に関かれていること」へと呼ぶのだ。「ひと」のなかにある私

に向かつて、友が11乎ぶのだ。それは私の中にある戸、「ひと」である私自身が閉鎖してき

た私の声である。

私は私を 11乎ぶ。その il乎ぶ声に私を I~f~ く。人びとの声で充iÌJをした「私j を空けるように、

私が私で在るように、私の声に応答するように、在、は私を11乎ぶ。在、が私で在ることこそ自

ー由なのであり、この声に応える (response) ことこそ夜、の本来的な責任 (responsibi1iLy)

なのだ
14

0 i終わり (Ende) のほうから規定された、言いかえれば、有限なものとして了

解された、最も固有な諸可能性に向かつて自由になってJ(SZ 350傍点は原文イタリッ

ク)、私は私なのである。

荘、は私を(]子ぶ。私を、そしてすべての主体を呼ぶ。

私であるということがすべての主体において生起することを、あらゆる主体においてl羽

鎖されない私が生起することを私は11乎ぶ。

それがひとりであるということであり、同時にすべてであるということである。

そしてそこに、あらゆる私の自由がはじめて到来するのである。

ill乎び声は、遠くから遠くへと響く。 呼び声に打たれるのは、連れ戻されたいと意志する

人なのであるJ(SZ 361) 

j主

! Emmanuel Levinas， Totalite et Infini: r.ssai sur l'exteriorite， Martinus Nijhoff 1961.以下本文において

引JlJl'eIを示す124には T1と|唱する。(なお、邦訳は f全体制:と 111r，IIjりという '):11)芭で 1989年に合ELlI巨人

訳(@!文社、 2006年改訂版)、 2006年lこ熊野純彦訳(岩波書応)がそれぞれ出されている。本文1110)

訳文および訳語は基本的に熊貯訳を参照したものである。)

レヴイナスはこうも言う。「享受は渇きの百己↑まからなっており、だから享受とは〔渇きの]憶しな

のだ。J(T1 p.85) 

これをレヴイナスは「始!京的なもの(l'elとment)Jと11手ぶ。これは「表象されることも不可能なむ

かしから、絶対的なものとして私に先立って存在する世界J(T1 p.111) である。l'elementについて

はさらに T1p.114以!ごを参照。

1 I カタログの歌j を歌うドン・ジユアンの|嘆きもまさにこれである。 _(li~かれたようにわ初までに(新

しい女'1主を) 10人は 1)ストに1ませられるjと繰り返し 1)フレーズするドン・ジュアンにとっての欠乏
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とは、彼がもはやカタログの地平にしか存在していないというまさにその点にあるのだ0

:; TI p.233以下参照。

G Martin Heiclegger， Sein und Zeit， F白n.1927. 以下~IJ!J はszと表記する。、、、、、、、、、、
7 ハイデガーはこう言う。「現存在は誰であるかと言えば、たいていは私自身ではなくて clasMan自

身なのである。本来的な !~l 己存在は das Manのある実存的様態として規定されるのであり、この実存

(I'J十五態が実存論1'1守に限界づけられなければならないのである。J(SZ 268) 

白ハイデブjーはこれを Erschlossenheitと11手ぶ。 Erschlossenheitとは、 schlossen(schliessen閉ざす

/されていること)を er(開く)heit (こと)である o Erschlossenheit は通常 11羽示七uと司1されて

いるが、レヴイナスはまさにこのハイデガーのi掲示性を批判する。それは存在するもの(とりわけ光

から暗がりへと無限に後退していく他首の「顔J) をすべて、了解と所有の「光jの中に連行する暴

力だというのである。

リ本来的存在は IJfYり戻Jされる。 dasManは本来的存在へと「連れ戻jされるのである o SZ 356参照0

!() 1現存在に本質上属しているのは、現存在がじぶんの世界の開示性とともにじぶん自身に!掲示され、、、、、、、、、、
ており、したがってJJi存在が常にすでにじぷんを了解しているということ、このことである。 呼び声

が射当てるのは、日常1'1':.1.平均的に配慮的に気遣いつつ、このようにじぷんを常にすでに了解してい

るJJ!存在なのである。他者たちと共なる配慮的に気遣いつつある共存在の dasMan 自身が、呼び声に

よって射当てられるのである。それでは、この、 clasMan !~I 身は何をめざして 11手びかけられるのか?

じぶん国有の自己を 1=1ざしてなのである。 現存在が公共El'Jな相互共存在においてそれに値していたり、

なしえたり、配慮的に気遣っているものをめざして呼びかけられるのではなし」ましてや、現存在が

I;J!i:さずつかんできたもの、尽力してきたもの、関与させられてきたものをめざして呼びかけられるの

ではなし」現存在は、他者たちとじぶん I~I 身にとっては、現存在として|止界的にも了解されているの

だが、そのような現存在はこの呼びかけにおいては紫視される。自己へと向かう呼び声は、このよう

なことにはいささかも関知しないのである。ただ clasMan である自己の !~I 己だけが呼びかけられ1:1I-J き

取るように促されるゆえ、 dasManのほうはじぶんからJjj]~工務ちるわけである。 11子び声は clas Manお

よびJHイ'T{Eの公共l切な被解釈性を11正視するのだが、しかしこのことは、呼び声がそれらのものをも共

に射当ててはいないということをi折じて意味しはしなし三。まさにこの無視においてこそ呼び声は、公

共i切な名望に執心している dasManを無意義さの¥:!:Jに突き落とすのである。だが自己は、呼びかけら

れたためにこのようなj壁新所や隠れ家を奪われて、 H乎び声によってじぶん自身へと連れもどされるの

である。 I~I 己をめがけて clas Man I~I 身がi呼びかけられる。 J (SZ 362司363)

11 1良心は!なにか」を了解するようほのめかす。つまり良心は開示するのである。J(SZ 357) またf良

心をもっと立ち入って分析すると、良心が呼び声(Rujうであることが露呈する。 11乎ぶことは諮り (Recle)

の一一つの様惑である。良心の 11乎び戸は、現存在の最も m!1有な I~I 己存在しうることをめがけて、現存在

に呼びかけるという性格を持っているが、しかもそれは、最も悶有な責めある存在へと呼び覚ますと

いうしかたにおいてなのである。J(SZ 358) 

I:! レヴイナスにおいて、これは「倫理的に分ける」と同義である。

u 1了解によって呪存在が「知っている」のは、現存在がじぶん自身に対して取るべき立場なのであっ

て、その場合には現存在は、じぶん I~I 身の諸可能性をめがけてじぷんを企投してしまっているのであ

る。ないしは、 dasManのうちに没入しつつ、 clasManの公共的な被解釈性によって、じぶん自身の

認可能性を前波ししてもらっていたのである。だが、このように前渡ししてもらうことが実存論的に

可能化されるのは、現存在が、了解しつつある共存在として、他者たちの言うことを開きうることに

よってなのである。 clasManの公共性や clasManの空談のうちへとじぶんを喪失しつつ、現存在は、

clas Man !~I 身の言うことを IÎ!'J くことにおいてじぶん間有の自己を !Îrl き落とすのである。現存在が、こ

のように自己を聞き落とすという喪失から、しかも現存在によって連れもどされうるはずであるな

ら、そのときには現存在は、 !~I 己をまず見出しうるのでなければならないのだが、その自己こそ、
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das Manへの傾聴のために開き落とされてしまっていたし、またi15き落とされているその自己自身に

ほかならなし、。J(S2360) 

14 11~1 由」は「自ラニ由ル」と読む。「自在j は「白ラニ在ル」あるいは「自カラ在ルj である。在、のIj:

私という場所は人びとの声で、充満しているが、それを空けること、つまり fTeeにすることが本来的存

在のj品所を私に空ける。 11~1 E!lJは私のもっとも固有なj詰所を何らかの記号で実体化し占有すること

を拒否する。それはあくまでも私がfreeであること、つまり空であることを要求するのである。
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Otherness and Authenticity 
-Freedom of Levinas and Heidegger-

Sachiko 1 GARASHI 

The purpose of this study is to determine validly of Levinas's criticism of Heidegger. Lきvinas

criticized that Heiclegger missed“Otherness"， and therefore he was complicit in Nazis. In or-

der to overcome the problem of Heiclegger， Levinas focused “Face of Others." But according 

to my opinion， Levinas replaced Heiclegger's“Authenticity" with “Face of others"， and both of 

them are just the same system which emancipate“Subject"企om“Ego."η1Ispaper showecl 

(A) his “Face of others" and Heidegger's“Authenticity" have the same system， (B) to focus 

other personality Levinas leaves one's“self' carelessly， and therefore， (C) Levinas's system 

lacks of stability. 
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