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大

序論
本論文の目的は、ヤスパース（Karl Jaspers 1883-1969）哲学を基に、現代における人間
と死との新たな関係性構築の可能性を提示することにある。その際に重視されるのは実践の
可能性であり、哲学的理念を提示するのみならず、その具体的なあり方を模索していくこと
が必要となる。
現代において、死は日常から隔離され、タブーの対象とされている。医療技術の発展や食
物生産量の向上等を背景に、先進諸国を中心に平均寿命は上昇の一途を辿り、老年になって
病院で死ぬことが、人間の一般的な死に方となっている。病院死亡率の増加によって、我々
が日常において死を目の当たりにする機会は減少し、さらに死は制度的に管理されるように
なる。また、宗教的死生観が希薄化している現代では、死後生は信じられず、死は悲嘆や絶
望をもたらす忌むべき存在となっていく。それゆえ、日常において人間は死を考えようとせ
ず、語ることもはばかるようになっている。死のタブー視をもたらすこうした状況は、今後
ますます顕著になる要素をもっている。
だが、現代において、悲嘆や絶望をもたらす死を肯定的にとらえ、死への意識が人間の生
の充実に不可欠であると主張したのが、実存思想であり、ヤスパース実存哲学はその内の一
つである。本論文は、ヤスパース哲学の死の肯定性を支持しつつ、現代においてこの哲学が
実践可能な場の一つとして医療福祉の現場に着目する。とりわけその実践の可能性はスピリ
チュアルケアに求められることとなる。

Ⅱ─

論文の構成としては、第一章でヤスパースの『哲学Ⅱ─実存開明─』

─を主要文献として、「限界状況」Grenzsituationを解釈し、第二章第一
節で、現代においてヤスパース哲学が実践可能な場を模索し、第二節でヤスパース哲学とス
ピリチュアルケアを発展的に結びつけるという帰結にいたる 。
1

本論文でヤスパース哲学をとりあげるのは、人間の生における死のもつ意義を自覚させる
限界状況や交わりKommunikationといった概念が、常に現実を意識しつつ考察されている
ためである。また、精神医学者でもあるヤスパースが、医療現場におけるケアの在り方につ
いていくつか言及している点は、本論文の結論部と共通した目的を有していることを示唆し
ている。
ヤスパースは、人間が具体的にいかなる行為をとるべきであるかというかたちの倫理を示
すことはない。なぜなら、いかなる行為が実存的であるかは、客観的に判断することはでき
ないものとされるからである。また、ヤスパースは自らの哲学が、自らの人生経験によって
形成されたものであるがゆえに、絶対的なものではないということを自覚している 。この
2

二点からいえることは、ヤスパース哲学の体系は、スピリチュアルケアという実践において、
絶対的倫理原則を提示することはないということである。ヤスパース哲学は、読者が自分自
身の経験から実存的に行為するための単なる素材であり、実存的に追体験していくという読
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み方しかできない。ヤスパース哲学はこうした間接的な仕方でのみ、表現可能な哲学なので
ある。
第一章
第一節

限界状況Grenzsituation
状況

実存思想の系譜にある哲学者の特徴の一つに、彼らの考察が常に現実を見据えていたとい
う点がある。ここでいう現実とは、理想と対になる意味での、人間が実際に生きている生活
空間を意味するだけではない。
「今、ここで、私が」なんらかの行為を求められるという、
普遍化しえない唯一の瞬間としての現実が、実存思想にとって問題となるのである。ヤスパ
ースは、情緒をもち、理想をもち、事象を一般化し、生物としての性質ももつという人間の
現実をすべて捨象することなく哲学を展開する 。ヤスパースはこれらの現実の認識を基に、
3

人間が絶えず実存的に決断し、行為していく動的な営みを「哲学すること」Philosophieren
とした。そして哲学する上で必ず自覚しなければならない現実こそが、限界状況とよばれる
ものである。
限界状況がいかなるものであるかを理解するためには、状況Situationという概念を理解せ
ねばならない。ヤスパースは状況について「相互に空間的位置を占めて配置されている諸事
物の状態」
（Ⅱ, 201）と簡易に説明した後に、「状況概念は、この空間的遠近法的表象を手引
きに、現存在として状況に関心をもつ主体に対する現実として生じるのであり、この主体に
とって状況は制限もしくは活動空間を意味する」（Ⅱ, 201f）と述べている 。すなわち状況
4

とは主体なしには存在しえないものであり、客観的ではなく主観的な視点で見られるような
現実である。ただし客観的視点と主観的視点は必ずしも相反するものではない。科学的に分
析された客観的で普遍的な現実は、主体すなわち私の生活に不可分なかたちで受け取られる
ことによって状況となるのである。
状況は所与のものとして私が強制的にそこにいなければならず、常にそれに耐えなければ
ならない現実であって、状況の外に逃れることはできない。ヤスパースは常に何らかの状況
にいる人間の在り方を「状況内存在」Das In-Situation-Seinと表現している。ただし、状況
は変化しつつ存続するという性質をもっている。主体は状況のうちで行為することによって
状況を変化させ、別の状況へと移行することができる。つまり目的意識をもって行為するこ
とで、状況を創り出し、自らの望む結果をもたらすことができるのである。
金子武蔵は状況の特徴として空間性、時間性、心理性の三つをあげている 。状況は幾何
5

学や社会学、経済学などによって空間的に認識可能であり、技術と目的によって刻々と変化
しうる時間的なものである。さらにヤスパースは「状況のうちで生成するものは状況のうち
にいる人によっても左右され、またそのことからも、この生成するものは、彼が状況を認識
する仕方に依存している。状況の把握は、それが行為と態度決定とに対する訴えかけを可能
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にするかぎり、すでに状況を変えるような性質のものである」と述べている 。例えば被験
6

者が実験させられているということを知っている場合とそうでない場合、あるいは自分だけ
知っている場合と他者も知っている場合では、実験の状況が異なるとされる。それゆえに状
況は心理的とされるのである。
自由を問題にしつつ、状況のうちで行為を選択するヤスパース哲学の構図は、サルトルに
も共通する見解である。両者とも、状況は人間が不可避的に常に既にそのうちで行動しなけ
れ ば な ら な い 拘 束、 制 限 で あ る と し、 状 況 認 識 を 基 に、 ヤ ス パ ー ス で は 超 越 者
Transzendenzによって与えられた自由をもって、サルトルでは本質に先立つ実存の、牢獄
としての自由をもって行為していくことが、実存的な行為であるとされる。
第二節

限界状況

一、限界状況の実存性
人間が常に既にその内に存在している状況の内で、限界状況と呼ばれるものはいかなる状
況を指し、またいかなる意味をもつのだろうか。
「限界状況とは、われわれがそれにぶつかって挫折するだけの壁のようなものである。
限界状況は、われわれによって変えられるものではなく、ただ明るみへともたらされる
だけのものであるが、しかし限界状況をほかの何か或るものをもとにして説明したり導
出したりすることはできない」
（Ⅱ, 203）
限界状況は現実において人間を絶対的に規定、制限する不変的な状況であり、行動の可能
性を狭めるものである。よって、限界状況を明るみにするということは、人間の有限性を意
識することに他ならない。ヤスパースは、限界状況によって自らの有限性という現実を自覚
することが、実存的な自己実現のためには不可欠であると考えているのである。
限界状況は、知覚的および悟性的にとらえられるようなものではない。限界状況は、客観
的でも普遍的でもない自らの現実としてとらえられたときにはじめて限界状況と呼べるので
あり、従って限界状況の経験とは、実存的な行為なのである。
前節でも述べたように、人間は生物として存在するという様態、すなわち現存在Daseinと、
対象を一般化、普遍化して他者と共有しようとする様態、すなわち意識一般Bewußtsein
überhauptと、思惟や行為、感情を統一する全体としての理念である様態、すなわち精神
Geistの諸様態を現に有しているのであり、限界状況の経験を含む実存的行為には常にこれ
らの現実が伴っている。意識一般としての自己は、肉体のない単なる眼として、普遍的知識
を求める自己であり、それゆえに他の誰とも代替可能であるような自己である。しかし、ヤ
スパースは、人間が現存在として存在している限り、普遍化を試みるなかにも、あらゆる対
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象を自己との関わりの内に見るという性格を必然的にもつために、意識一般としての自己は、
現存在としての自己から離れて留まり続けることに挫折すると述べている。それゆえ「自己
存在が、揺らぐことのない知識において自分には無縁のものとして棄て去った限界状況は、
自分の存在の本質において自分自身に関わる諸可能性であることが、哲学しつつ明らかにな
る」
（Ⅱ, 205）
。すなわち、対象を普遍化する意識が、対象を自己の可能性として意識するよ
うに変化した結果、自己が抜け出すことができず、普遍的知識としてでは全体をとらえるこ
とができない限界状況がはじめて知り取られることになるのである。
「･･･限界状況がはじめて本来的eigentlichに限界状況となるのは、自分自身の現存在
のうちで、限界状況が独自な変化を遂行することによってであり、これを通して実存は
自己自身を確かなものとして知り、現象において自己が刻印されるようになるのである」
（Ⅱ, 206）
つまり限界状況は普遍化を挫折させ、自己の本来的存在を気付かせるような状況なのであ
る。そして、自己の可能性として自覚された限界状況は、一転して不安や恐怖をもたらす根
源として自己に迫ってくるようになる。
二、歴史的規定性
ヤスパースが『哲学』で第一に述べる限界状況の実像は、
「歴史的規定性」die geschichtliche
Bestimmtheitである。
「限界状況の第一番目のものとは、私が現存在として、常に規定された状況の中で存
在するほかはなく、いっさいの可能性の全体として普遍的に存在するものではないとい
うことである」
（Ⅱ, 209）
個々の人間は時代、社会、国、家族、性、年齢などについて、他ではないある一つのかた
ちで、他者と異なる状況に存在している。またその状況は自らが望んだものではなく、偶然
的である。人間は自らの両親の間に産まれ、両親に依存して成長し、両親と本質性格を密接
に結び合って生きている。また、人間は自然の所与の諸事実や、他の人々の意思に、不可避
的に依存している。こうした事態が、規定性ということであり、これが私を存在せしめると
同時に私を狭める所以の限界状況の相貌である。
しかし人間の限界としての、常に偶然的で個別的な一つの状況にしかいられないという狭
さは、同時に人間はどのような状況においても、決断によって状況を変化させることができ
るということをも意味する。ヤスパースは客観化可能な時間とは異なる、実存的にとらえら
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れた固有の時間を歴史性とし、歴史性のうちで決断された行為に、時間性を越えた瞬間とし
ての永遠を見る 。限界状況とは人間の現存在の制限、狭さ、偶然性であることは確かであ
7

るが、それゆえに「私が一回限りの状況そのものの中で行為すればするほど、私はより決定
的に実存する」
（Ⅱ, 214）のであり、歴史的規定性のなかで常に選びうるという不安の中に
あってこそ、実存は可能であるとされる。つまり限界状況は、人間の実存の条件として存在
しているのである。
第三節

個別的限界状況

限界状況の実像の第一のものである歴史的規定性は、各人にそのつど特有なかたちで存在
する状況である。次に述べられる限界状況は、この歴史的規定性のなかで、人間全てが関わ
りをもつような一般的な限界状況であり、ヤスパースはそれを個別的限界状況die einzelne
Grenzstuationと呼ぶ。これを含めたヤスパースの限界状況の実像についての定義は以下の
ようである。
「私は常に状況の中に存在し、争いや苦悩なしに生きることはできず、不可避的に自
らに責めを負い、死ななければならない、といった状況のことを、私は限界状況と名づ
ける」
（Ⅱ, 203）
ヤスパースはここで個別的限界状況として死Tod、苦悩Leiden、争いKampf、責めSchuld
の 四 つ を 挙 げ て い る。 た だ し こ の 四 つ を 特 別 視 す る 必 要 は な い。『 世 界 観 の 心 理 学 』
では、個々の限界状況として争い、死、偶然Zufall、責
めの四つを挙げ、苦悩を一般性、すなわち『哲学』における歴史的規定性の位置に置く。ま
た『哲学』の歴史的規定性は『世界観の心理学』における偶然と同内容のものである。林田
は両著にみられる限界状況論は、同一の内容を語っているが、『世界観の心理学』では限界
状況の前に立ったときの人間の様々な態度から精神の諸類型を見出し、また人間が限界状況
から逃避し、ごくわずかな人間だけが限界状況の内に生きているという現実を客観的に示そ
うとしており、一方『哲学』は限界状況を通して本来的な自己が見出されるという、限界状
況の実存的意義を示そうとしているとして、両著の目的の相違が、限界状況の区別の違いを
もたらしたとしている 。
8

『哲学』における限界状況は主に実存の実現に必要な状況という視点でとらえられている。
この場合、実存の実現へと向かうようなまったく別の限界状況がありうるので、死、苦悩、
争い、責めのみが限界状況であると考えるのは正当ではない。また、四つの個別的限界状況
が互いに関わりあっており、現実に分離して考えることが困難であるとき、これらをはっき
り区別する必要もない。これらの個別的限界状況はヤスパース自身が自らの人生から導出し
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たものであって、普遍的なものではなく、それゆえ特にこれらがなければ実存は実現しない
とか、これらさえあれば実存は実現に向かうという判断は誤りとなる。
一、死

Tod

ヤスパースが個別的限界状況として第一に挙げるのが、死である。ただしこの死は限界状
況として挙げられるがゆえに、客観的事実として、私には関係のないものとされる死、すな
わち、今日いわれるところの三人称の死は含まれない。死が限界状況たりうるのは、歴史性
の内で私の現実に起こる死である。それは、最も身近な人の死、すなわち二人称の死と、私
の死、すなわち一人称の死のいずれかとなる 。
9

二人称の死が人生最大の切断として、私を独りにし、悲嘆のうちに揺さぶられる実存を見
出させる一方で、私の死とは、私に経験できないものであり、そこから新たな自分が取り戻
されるような可能性ではないという点で、「決定的な限界状況」であるといえる。「死は私を
硬直させてしまう私の現存在の点であり、私は死の前で気を失ってしまう」（Ⅱ, 222）。生き
ようと意思する現存在にとって、死は絶望の根拠となる。だが、いつであるかはわからない
までも、自分が死ぬであろうという知識をもっていながら、実際に絶望している人間は稀で
ある。その大半の理由は、死がいつ起こるか分からないという意識によって死を忘れるから
である。だが、死からの逃避は、逃避であるから回避や克服とは違う。
「死は、何らかの普遍的な洞察によって克服されはしないし、私の健忘症をみせかけ
の理由によって擁護するような客観的な慰めなどによって克服されもしない。実存する
働きがみずから確証されつつあらわになってくることのうちでのみ、死は克服される」
（Ⅱ, 221）
この態度には死を直視しつつ生を吟味するための勇気Tapferkeitが求められる。死を単に
絶望、不幸、虚無とするならば、死は限界状況ではない。それらを含みつつ「実存の可能的
な深さ」を覚醒させる役目をもつものとされてはじめて、死は限界状況となるのである。
人間には「生の欲望や嫉妬や権力欲や高慢さのゆえに、現存在の中に囚われてしまうとき、
そうしたものに、感性的存在者である以上私は瞬時のうちに屈して、その中で自分に立ちか
えることができなくなる」
（Ⅱ, 223）ことがある。だが、勇気をもって死と向き合うことで、
生活を支配する様々な欲望もまたとらえ返されることになり、客観的にはまったく当たり障
りのないような事柄が、実存に関わるものとして重大な意味をもって浮かびあがってくるこ
とがある。
「死に直面しても本質的であり続けるようなものは、実存しつつ為され、一方死
に直面すれば崩れ去るようなことがらは、単に現存在にすぎない」（Ⅱ, 223）のであり、自
己にとって本質的な行為は、死を通して示されることになる。すなわち、「死は実存の鏡と
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なる」
（Ⅱ, 223）のである。
ただし、注意せねばらならいのは、ヤスパースが自身の死生観から死を定義していたとい
うことである。ヤスパースは死という言葉に来世や彼岸、不死性といった意味合いを含ませ
ることを否定し、これらを含んで死をとらえることを逃避の一つとした。この意味でヤスパ
ースの死生観は多くの宗教の死生観とは相容れぬことになる 。また、一時的な自己存在に
10

固執して、その内で不動心をもつことも、死と向かい合って実存を確信することから逃避し
ているため、否定される。さらにエピクロスのように、死の経験不可能性から死の恐怖を否
定する論証も、非存在という事態に思い至ったときの戦慄Schaudernを取り除くことはでき
ないので、逃避の一つに数えられる 。戦慄とは、「私はまだ成すべき目的をもっていること、
11

まだ完成してはいないということ、まだ償いをしなければならないということ、そしてとり
わけ、絶対的終焉の観念によって無意味に帰してしまい、一切が無常なものへと等質化して
しまうという、単なる現存在としての存在の意識が、私に常に繰り返し押し迫ってくる」
（Ⅱ, 224）ときに生じる感情である。死を直視するとは、感情を表出しつつもそこから逃げ
ることなく現存在の無化を意識する、勇気をもった態度を示すのである。
現存在としての非存在を前にした戦慄、恐怖、不安というものは、まったく別の類の不安
によって克服へと導かれうる。その不安とは、実存的な非存在への不安である。実存的な不
安とは、実存が存在していないこと、すなわち自己を自己として本来的に確信して生きてい
ないことへの不安である。現実的な死への不安とともに実存的不安をもつことに発して、実
存の存在確信が常に新たなかたちで獲得しなおされてゆき、そして実存の実現へといたると
き、現存在的不安は相対化される。
「重要なことは、希望のない現存在を長引かせ、ただ現存在として反復してゆくこと
ではなく、歴史的現実と自己との一体化における決断によって、現存在を充実させるこ
とである」
（Ⅱ, 228）
ヤスパースは、実存的行為が、実存の実現のために、「最高の生は死を恐れる代わりに死
を欲する」
（Ⅱ, 229）という、現存在的な死を喜んで受け入れる態度まで進み、この瞬間に
現存在的不安は解消されると考える。越部はここにソクラテスの最期を重ねて説明するが、
ソクラテスや数々の英雄を例に挙げてこれを説明することは有効であるが、十分ではない 。
12

この例では実存の実現には必ず現存在の死が伴うということを証明できないからである。な
ぜ現存在の死が必要であるのか、ヤスパースは「死が単に安らぎとしてだけではなく、完成
Vollendungとして」
（Ⅱ, 228）あるからと説明する。「現実の死は、完成ではなく、終止で
ある。しかし、それにもかかわらず、実存は実存の可能的完成の必然的限界として死に向か
って立っているのである」
（Ⅱ, 228）から「最も積極的な生が、おのれ自身の完成を目指し
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て進むかぎり、その生は、おのれ自身の死に向かって進むことになる」（Ⅱ, 228）とするの
である。ヤスパースのこの議論では、可能性の完成としての現実化が、可能性の終結として
の死と結び付けられて考察されているが、たとえ完成が死に向かうとしても、死によって実
存が完成することにはならない。ヤスパースは死を完成とすることを「概念的理解を超えた
仕方」でとらえており、死がなぜ完成であるのかを明確に説明できているとはいえない。こ
の点についてはさらなる研究が必要であろう。
ソクラテスの死生観に基づく最期はあくまで一つの例であり、答えではない。ヤスパース
は「堅持され、正しいと述べられるような、死への姿勢などは存在しない」（Ⅱ, 229）と述
べており、死に対する態度は自らが実存的に見出し続けていくほかないのである。
二、苦悩

Leiden

個別的限界状況の第二は苦悩である。苦悩は、死を背後に据えた現存在の制限、あるいは
部分的破壊であるとされる。その実態としてヤスパースが挙げるのは、肉体的苦痛、病、無
駄な努力、挫折、精神病、老衰、他者への服従、餓えなどである。これらは、人間が自らの
望むような人間になることを阻む現存在の状況として挙げられている。
苦悩には誰もが経験しうるような苦悩や、自己に特有なかたちで振りかかる苦悩がある。
そして、苦悩は克服することはできても、まったくないということはありえないものである。
また、ときとして人間は、苦悩が生じる理由、目的、正当性を理解することができない。す
なわち苦悩は、それが克服できるものであっても、不条理で不可避なかたちで訪れうる状況
なのである。
しかし人間は概して、苦悩を無視しており、また、技術によって完全に回避することがで
きるものと考えている。人間は本能的に、苦悩が外的要因によって偶然に生じるものと考え
る。しかしヤスパースはこの思考を欺瞞であり、逃避であるとする。苦悩を根絶するために
努力すれば、苦悩が技術によっていつか解消しうるようなものではなく、人間に内的必然性
をもって備わっているものであることに気付き、実存的行為へと向かうのであるが、人間は
それをしないのである。
苦悩がない状態としての幸福は空虚である。この幸福には「幸福であることを許さぬよう
な知識による、おのずからなる反論が存在する」（Ⅱ, 232）。病気をしてはじめて健康や他者
への感謝に目覚めることがあるように、人間は不幸であるときに、自分自身を見出すように
なる。苦悩のない幸福は見せかけの幸福であり、実存的でないどころか、本来的実存への気
付きを妨げる。真の幸福と実存のためには限界状況としての苦悩を受け取らなければならな
いのである。
苦悩を限界状況としてとらえたとき、「今や私は、私の苦悩を、自分に生じてきた持分と
してとらえ、本当に、嘆き、真実に苦悩し、その苦悩を自身の前から隠さず、苦悩を肯定し
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ようとする意志と、しかし決して最終的には肯定できないという能力の緊張の中を生きる」
（Ⅱ, 231）という態度をとる。
三、争い

Kampf

個別的限界状況の第三は争いである。死と苦悩は、私の行動のいかんによらず存在するも
のであるが、争いと、第四の個別的限界状況である責めは、私の行為によって私が生きてい
る限り必然的に生み出してしまうという性質をもつ。
現存在的な争いを、ヤスパースは「現存在をめぐる暴力的争い」der Kampf mit Gewalt
um Daseinと呼ぶ 。
「現存在をめぐる暴力的争い」の実態とは、現存在するための争い、つ
13

まり生存競争である。生あるものの全てに存する生の意志は、自らの生命を保持、拡大、成
長させることを求め、その欲望は無限に増大しうる一方、現実において物質的な現存在の条
件は制限されているので、必然的に争いが生じることになる。この生存競争は常に既に生じ
ており、これを土台にしてはじめて精神的活動が可能となる。また、争いは他者に対して存
在すると同時に、自己に対しても存在する。自己自身への争いとは、自己を支配しようとし
て律する自己と、それに服従する自己との争いである。
個々の争いは多様であり、争いを治めるための解決があるのは事実である。しかし、解決
の先にはまた新たな争いが生じるので、争いは不可避的に常に存在しており、争いのいっさ
いを無くしてしまうような解決などありえず、そこには偽りの解決があるのみである。偽り
の解決の一つは、宗教や倫理の原則に従うことによって争いのない世界が可能だと信じる仕
方であり、二つ目は、争いを争いとして肯定し、争いの理由や目的に頓着せず、権力を求め
続け、そのうちに死んでいくという仕方である。しかし、前者の場合、それが不可能であり、
後者の場合、争いそのものに本質的な意味があると錯覚しているという点で、欺瞞的な解決
であるとされる。
争いを起こさないためにつくられた法は、それに従わない者を暴力によって取り抑える。
それゆえ法もまた、暴力によって成立するものであり、それどころか暴力が内実を獲得した
ひとつのかたちである。法による平和とは、暴力に支えられた平和であるから、争いのない
状態とはいえないのである。経験的に見ても、人口増加と食料供給、労働、人間の多様性と
いった状況を考えれば、争いを根絶することの不可能性が理解されることになる。
人間は欺瞞や視野狭窄によって、自らが争いのうちにあることを覆い隠して生きている。
他の動物と違い、人間においては、争いの主体は個人ではなく、集団や社会秩序、国家、企
業といったものが代わって引き受けることになるため、個人としての人間には争いが覆い隠
されることになるのである。
争いを隠蔽せず、必然的な限界状況として自覚したときにわかるのは「このような限界状
況において、客観的解決などは永久に存在せず、そのつどの歴史的な解決があるだけである」
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（Ⅱ, 241）ということである。その具体的な態度とは「どこで権力の場を獲得し、利益を得
て、どこで譲歩し、我慢し、どこで争い、冒険すべきか」（Ⅱ, 242）といった決断をすると
いうことである。
四、責め

Schuld

個別的限界状況の第四は責めである。責めは争いと同様、人間の能動的行為によって必然
的に生じる限界状況である。ヤスパースは責めの様態を三つに区分している。第一は、私は
現存在している限り他の人々と争って彼らを搾取し苦しめるという仕方で生活を成り立たし
めているという責めを負っているということ。第二は、私の行為の働きや感情作用の動機は、
実存的な「魂の純粋さ」die Reinheit der Seeleから発する根源的なものであるが、怠惰や、
周囲の期待などの現存在的な要素に捲き込まれることで、不純かつ曖昧なものになってしま
うという責めである。第三は、この私は常に様々な可能性の内から一つを選んだ結果として
現実に存在するのだが、私が選んでいれば現実になっていたはずの諸可能性を裏切ってしま
っているという責めである。このとき何もしないことも一つの選択的行為であり、なさなか
ったことに対する責めを負うことになる。
責めを限界状況として自覚したとき、こうした責めを、私にはどうしようもないものとし
て拒絶したり、正しい秩序によって責めなき世界が可能であると考えたり、責めを必然的な
ものではなく特殊なものと考えたりすることはない。限界状況としての責めの自覚は、不可
避な責めを自分のものとして引き受けるという、責任Verantwortungある態度をとることで
ある。責任をもって責めを引き受けることで、第一の、搾取に対する責めは、努力して成果
をあげることを義務付け、第二の、不純さに対する責めは、根源的意思を明瞭に表現するた
めに、最も明白な現実のうちにのみ意志することを要求し、第三の、一つのもののうちにの
み実存が現実化することに対する責めは、諸可能性を拒否したという取り除けない真実の責
めを見出させることになる。
第二章
第一節

スピリチュアルケアの可能性
現代における限界状況の可能性

一、限界状況からの逃避
これまで見てきたように、歴史的規定性、死、苦悩、争い、責めといった限界状況は、自
身のものとして受け取られることなしには限界状況ですらないものであった。それゆえ、ヤ
スパースの限界状況論を学的に研究し、概念的に理解したところで限界状況は経験されては
いないのである。さらにヤスパース哲学はヤスパース自身の経験を基に構築された哲学であ
るから、そのうちに盲従して留まることも、正当な哲学する態度ではない。彼が自ら積極的
に社会的活動に参与し、独自の行為を遂行していく一方で、彼は著作の中で、実存的な人間
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がなすべき具体的な行為を示すことはない。実存的行為は他者から教えられるような一般化
できるものではなく、現実を見据え、さらに一般化されたものを土台にしつつ、主体的にな
される他はないのである。具体的行為は自らが独自の状況の中で独自に決断すべきものであ
り、そこで導き出されたものこそ、私の主体的な真理となる。
それゆえ、我々がヤスパース哲学を概念的に理解した後に、何が変わりうるのかが問われ
ねばならない。すなわち、自らの状況を引き受け、本来的に決断するという内的な指針が、
我々の日常のいかなる状況において発揮されうるものなのかを考えねばならない。その答え
の一つとして挙げられるのは、限界状況を前にして決断を迫られる、という状況である。限
界状況は人間の有限性を自覚させる不可避かつ代替不能な状況であるから、それを前にした
人間は挫折し、絶望し、不幸を感じ、混乱の内に自らを失いうる。この状況において、限界
状況を肯定的にとらえるヤスパース哲学の実践の可能性が存在している。
しかしヤスパースによれば、限界状況を限界状況として自覚して実存的に生きることを、
ほとんどの人間はしていない。前章で見てきたように、人間は日常において限界状況から逃
避し、必然のものとして自らの生において本来的に受け取ることをせず、限界状況に絶望す
ることもなければ、限界状況に対してなんらかの決断をすることもない。「我々は現存在と
しては、限界状況を前に目を閉じることによってのみ、限界状況を回避することができる」
（Ⅱ, 204）
。これは前章でも述べたように、限界状況から目を背け、自分は限界状況のない平
安な状況にあるというごまかしが働いている状態である。また、この限界状況を見ないとい
う逃避は、ほとんどの場合、自覚的には行われていないとされる 。人間は自らの幸福のた
14

めに、絶望をもたらす限界状況を見ることを望まないのである。だが、限界状況は必然的に
存在し、現存在の拡張を求めても、最後には何もなくなるのであるから、ヤスパース哲学は
限界状況を見ないことも、変化させることも有効とせず、能動的な限界状況との関わりによ
る、実存の生成へと向かうのである。
限界状況に対する人間の性格については、特に死に関して、ハイデガーのDas Manや、パ
スカル（Blaise Pascal 1623-1662）の「気晴らし」divertissementなどが同様の傾向を論じ
ている。ニーチェ（Friedrich Nietzsche 1844-1900）は物質的、肉体的豊かさや、教養を重
んじて幸福とする「おしまいの人間」der letzte Menschから「超人」Übermenschへの道を
説くツァラトゥストラに対して差し挟まれた民衆の声、「われわれをこのおしまいの人間に
してくれ！

そうすれば超人はあなたに授けよう！」という声に、逃避に向かう人間の心情

を投影している 。
15

二、現代における限界状況の所在
限界状況から逃避する者に対して、逃避は完全に成功することはありえず、いつかは必ず
死や苦悩といったものに直面せざるをえない状況に陥るのだから、克服のために、勇気をも
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って限界状況に向かう必要があるとして、逃避を否定することは可能である。ヤスパースの
場合、二度の世界大戦とナチスとの対立、気管支拡張症と心不全、学生時代の孤立、精神病
理学者としての臨床経験など、様々な困難を経験し、その経験から自らの哲学を形成してい
った。ヤスパースのような状況にある者にとって、限界状況から逃避し続けることはたしか
に困難であったかもしれない。
しかし、現代の、とりわけ文明化された社会においては、人間はますます限界状況を経験
する機会が失われている。医療技術や食糧生産力の向上は、苦悩を生む病や飢えを取り去
り、かつてであれば死を免れなかったような状況を、次々と回復可能にする。その結果、乳
幼児死亡率の現象もあって、平均寿命は延び続けている。すなわち、現存在的な生命保持と
いう点では、現代は個人が危機感を覚えることが少ない状況であるといえる。これはまた、
我々が日常において死に瀕することも、他者の死を目にすることもなくなってきているとい
うことをも意味している。
そして、現代の複雑化する制度やシステムによって、社会の中で一個人の行為が持つ意味
は、ますます薄弱になっていく。行為はその主体の所属や役割、制度や慣習によって判断さ
れ、それゆえに一般的になる。行為の主体は個人ではなく、企業や国家といった集団、すな
わち「誰でもない誰か」となり、この「誰でもない誰か」が、社会に対する争いと責任をも
引き受けることとなる 。その結果、個人に独自の判断が求められることや、個人が争いや
16

責任を意識することがなくなっていくことになる。例えば、他の生物の生命を奪って自らの
生命を保持するという食の基本的構造が、安定した食料供給を可能にするシステムによっ
て、消費者個人には覆い隠され、食から争いが意識されなくなっている。また、行為の失敗
に対する責任を、集団の最高責任者がとるというシステムは、行為の主体が個人にないこと
の一つの屈折した表れであるといえる。
このような現代の傾向のうちでは、限界状況を意識せざるをえない状況になって不安や絶
望を感じるという事態は起こりがたく、限界状況からの逃避はますます容易となる。ゆえに、
限界状況に対する実感をもたずに日常生活に追われている人間に対して、あえて今、自らす
すんで限界状況に臨み、限界状況を克服すべきであるという意見は、およそ現実的ではない。
限界状況から逃避せずに、限界状況を限界状況として受け取り、自ら実存的な行為をなして
いくということの必要性を客観的に論証することは、特に現代において、極めて困難なので
ある。全体性や逃避性に対して、個の実存にこそ真理を求めるという意志は、まさにそれが
実存的な意志であるからこそ、論証不可能なのであり、個人が自らの生のうちに見出してい
くほかはない。
限界状況のうち、特に死に注目すれば、現代は死を目にする機会が少ないと同時に、死を
タブー視する傾向にあるといわれている。歴史家のアリエス（Philippe Ariès1914-1984）は、
人間の主な死に場所が病院となり、はじめにその人間が死にゆくことを知るのが本人ではな
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く医師に、ついで家族になったという現代の状況に注目する。この状況において、周囲のも
のが、死のもたらす苦悩や混乱、不幸を肩代わりしてやろうと、病者に対してその死を隠し、
偽るようになり、さらにこの意識が、
「幸福の必要性、悲しみや歎きのあらゆる原因を避け、
悲歎のどん底にあっても常に幸せそうな様子をして、集団の幸福に貢献するという倫理的義
務と社会的強制」という現代に特徴的な意識へと移行し、そのため、死に苦しみ、悲嘆する
ことはおろか、死を語ることもはばかられるようになったとされる 。これが死のタブー視
17

と呼ばれる現象である。タブー視は、死からの逃避の一つの現われとして、現代の特徴とい
うことができる。
しかしこのような時代であっても、無論、限界状況は不可避なものとして存在し続けてい
る。限界状況は日常から遠ざけられるが、我々の生活から完全に消失してはいない。死につ
いていえば、三人称の死は、日常のなかで頻繁に登場している。死は、報道や、文学、芸術
のなかでは依然として中心的なテーマとして扱われている。三人称の死というかたちでは、
我々は毎日のように死と関わっている。そして三人称の死の表現が創出され消費されている
ということに、タブー視されるなかにも、死への関心が常に存在しているという証拠がある。
アリエスは「依然饒舌な書物の中の死と、恥じいりおしだまった現実の死のずれこそ、現代
の、奇妙ではあるが意味深長な特徴の一つである」と述べている 。
18

そして死のその他の様態、すなわち限界状況としての一人称と二人称の死も、当然消失し
たわけではなく、日常の生活空間からは乖離した場所に押し込まれているのである。その場
所こそが、病院である。上述のように、文明化社会では病院死は在宅死を上回り、はじめに
死を知るのも、死亡を判定する権利も、医師が担うようになり、いまや病院は人間が死ぬた
めの場所という面をもつようになった 。死に限らず、死を背景にした苦悩、病、老い、家
19

族や社会に対する無力感とそれに伴う後悔や自責の念、経済的困窮、悲嘆、生命倫理的葛藤
など、人間から幸福と平安を奪い、それゆえに忌避されるような限界状況は、病院、あるい
はより広範に考えれば医療福祉の現場に存在しているといえる。医療福祉の現場へと押しや
られた限界状況は、日常から隔離された空間において、管理されたシステムの下に処理され、
それゆえに個別性を失うことになる。無論、限界状況は医療福祉の現場にのみあるわけでは
なく、また、医療福祉の現場であれば必ず存在するというわけではない。しかし、現代にお
いて、限界状況が存在し、限界状況を限界状況として経験しうる場として、医療福祉の現場
は稀有な存在といえるのであり、とりわけ死についてはそうなのである。
第二節

哲学する場としてのスピリチュアルケア

一、スピリチュアルペイン
ヤスパースのいう哲学することとは、哲学を学的に研究することでもなければ、哲学の理
念を現場で応用することでもなく、限界状況から逃避せずに、勇気をもって自己のものとし
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てとらえ、そこから主体的真理に向かっていくことである。医療福祉の現場が、現代におい
て限界状況を経験する、すなわち哲学することができる稀有な場であるからといって、必ず
しもそこで哲学がなされているわけではない。病院はあくまで病を治療するための場であり、
福祉保健施設はそこで生活するための場であって、哲学することは目的ではない。ヤスパー
ス哲学が医療福祉の現場において何をもたらしうるのかが、改めて問われることになるのだ
が、その答えの担い手となるのが、スピリチュアルペインを抱える患者である。
スピリチュアルペインあるいはスピリチュアルという言葉は様々な意味で用いられている。
1998年にWHOが健康の定義に肉体的、心理的、社会的な側面に加えてスピリチュアルの側
面を新たに加えたことで、スピリチュアルという言葉が注目され、定着しつつある。WHO
を含む多くの定義は、
「
「スピリチュアル」は「宗教的」religiousと同じ意味ではない」とし
て、宗教的要素をも含んだ、
「生の意味や目的についての関心や懸念と関わることが多い」
人間の側面としている 。そして、スピリチュアルペインについて、村田は特に末期患者の
20

場合を考えて「自己の存在と意味の消滅から生じる苦痛」と定義している 。本論文の文脈
21

に置き換えればスピリチュアルペインは限界状況を前にした実存的苦悩の一様態ということ
ができる。
医療福祉の現場でスピリチュアルペインを抱える者としては、まず自らの死を目前にして
いる末期患者が想定されるが、その他にも進行性の病や重度の障害をもった者、精神障害
者、あるいはこれらの病をもつ患者の家族などが考えられる。ただし、スピリチュアルペイ
ンは医療福祉の現場にのみ特有なわけではなく、誰にでも生じうるような根本的経験である。
そしてヤスパース哲学は、スピリチュアルペインを克服することを目指しているのである。
二、スピリチュアルケアにおける現存在的状況
肉体的、心理的、社会的、そしてスピリチュアルという人間の側面は、相互に影響しあう
ものである。例えば、肉体的苦痛がなければ、スピリチュアルな面で生を悲観的に考えなく
なりうるし、逆にスピリチュアルな面で生を楽観的に考えることで、肉体的苦痛が減少する
こともある。医療福祉の現場でスピリチュアルペインをもつ者は、ただスピリチュアルな、
すなわち実存的な問題に苦悩するだけではない。彼らにスピリチュアルペインをもたらし、
医療福祉の現場へと向かわせたのは彼らの病であり、障害である。そして、病や障害は、ヤ
スパースの言葉でいえば、実存の土台となる現存在としての人間の領域における苦悩だから
こそ、哲学するために受け取るべき限界状況なのである。
しかし、肉体的苦痛については、受け取るか否かという問題以前に、その存在自体があら
ゆる思考を妨げる障害となる。それゆえ、哲学するためには疼痛コントロールが必須の条件
となる。また、肉体的苦痛と同様に、社会的問題、例えば葬儀や遺産、家族の生活、仕事の
引継ぎなどといった具体的な諸事情に関しても、死期が迫るにつれ関心は薄れる傾向はある
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ものの、どうしても意識せざるをえないような問題であり、解決のための適切な手続きを行
なっておく必要がある。
キューブラー＝ロスは、自らの臨床データから末期患者の心理過程を否認、怒り、取り引
き、抑鬱、受容と段階分けした 。その詳細な内容はともかく、末期患者は一つの病の内で
22

も様々な感情を示すという事実が認められている。彼らの感情や言動は必ずしも一貫してお
らず、不安定である。このとき彼らに必要なことは、適切な状況認識によって無自覚や偏見
からくる苦悩を解消することである。客観的な知識はスピリチュアルペインを完全に解消す
るものではないが、歪められたスピリチュアルペインを解消し、いわば正当な苦悩を与える
という効果をもたらす。精神科医の平山によれば、患者に抑圧された感情を表出させ、さら
にそれらの感情が抑圧されていたことを意識化させることで、記憶がよみがえり、心の傷の
実態に気付き、自己肯定や他者信頼といった新たな方向性に向かうことが可能になる 。
23

こうした肉体的、社会的、心理的問題の解決と、適切な状況認識は、哲学するための現存
在的必要条件であるが、これらの条件は患者本人の手によって満たすことはできない。これ
らを担うのは医療従事者である。今や病院の役割は、病の治療に収まることはなく、社会的
問題やスピリチュアルな問題にも及ばざるをえない状況にある。こうした状況の下で、医師
や看護師以外の人間を含めて、患者を全人的に支援するためのチーム医療が組織されるよう
になる。スピリチュアルペインに対して、こうしたチーム医療によって行われるのが、スピ
リチュアルケアと呼ばれるものである。医療福祉の現場で哲学することは、医療従事者のス
ピリチュアルケアがあってはじめて可能なのである。
終末期医療においては、上述の現存在的諸問題を完全に解決することはできず、患者は健
康な人間ほど明晰かつ冷静な思考能力をもつことは困難である。医療従事者には技術や制度
における限界を自覚しつつ、その上で、病のなかにあっても実存的行為が可能な状況をでき
る限り提供する、というケアが求められる。実存的行為とは、必ずしも肉体的行為を伴う必
要はなく、ただ、自らが本来的に決断した存在の仕方を意味するものである。行為の可能性
の幅を与えるケアとは、例えば患者がどうしても会っておきたい人間や、同病の人間に会わ
せることであり、宗教に関心があるならばチャプレン等を呼ぶことであり、ライフヒストリ
ーを振り返るための聞き手となることである。これは患者のやりたいことの支援を行なうと
いうことのみならず、患者の考えにない新たな可能性を提供するというケアでもある。
三、スピリチュアルケアにおける哲学の可能性
ヤスパース哲学からスピリチュアルケアをとらえるとき、なくてはならないのが、対話の
相手になるということである。対話の相手は知識を与えること、患者の話を聞くことが本質
的な役割ではなく、限界状況の中で互いが各々の主体的真理を見出していくための、実存的
な関わりを行なうものである 。ヤスパースはこうした関わりを愛の闘争Liebender Kampf
24
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と名付けている。その関係の構図は、限界状況論と並んでヤスパースの哲学に不可欠な交わ
りKommunikationの概念を基に詳述されている 。ヤスパースにとって哲学することは一人
25

では不可能であり、その相手は聖者でも書物でもなく、等しく限界状況の前に立つ対等な人
間である。この相手と共に、自らの主体的真理のために、共に哲学するSymphilosophieren
のである。この関係は、相手のため、患者のために治療する、あるいはケアというサービス
を提供するという、専門家意識をもった医療従事者─患者関係とは異なった、人間─人間関
係である。そのためこの関係は、もはやケアの範疇から外れることにもなりうるし、医療従
事者としての職業的、社会的責任を無視しているともいいうるものである。それゆえ、ヤス
パースの哲学とスピリチュアルケアは必ずしも親和的であるとはいえない。
ヤスパースが求める対話相手の役割を、医師や看護師が担うことは、責任や制度の面で
も、そして時間の面でも実現困難である。チャプレンは神の代弁者という立場であるから、
宗教的な関心をもつ相手に限られるばかりでなく、平等な対話というものが成立し難い。こ
の役割に適任なのは、職業的な責任がなく、かつ患者を知り、信頼関係が形成されている家
族、あるいは友人であろう。彼らと患者が限界状況を意識しつつも、対話のなかで主体的真
理を見出し、絶望や不安を乗り越えて実存的に行為していくというのが、医療現場での理想
的な哲学であり、スピリチュアルケアであるとともに、デスエデュケーションなのである。
しかし、患者本人の物理的な対話能力の問題はもちろんであるが、家族や友人もまた、二人
称の死を前にした不安定な状態であり、対話のための物理的、時間的な制限もあり、実存的
な会話に対する抵抗や困難に直面するはずである。その際に、哲学の導き手として、哲学者
や精神科医が積極的なサポートをすることも必要になるはずである。いかなるかたちでスピ
リチュアルケアが行われるにしろ、スピリチュアルペインに対応するためには、医療現場の
当事者の傍らにいて、彼らと共に考えるという、清水のいう臨床哲学というかたちで、哲学
者がスピリチュアルケアのあり方を常に模索し続けていくという態度が求められる 。
26

しかし、スピリチュアルケアのチームを、治療する者や哲学する者などに、完全に役割分
担させる必要はない。少なくとも、医療福祉の現場に関わる全ての人間が「死や苦悩、争い
や責めなどといった限界状況から生の意味を学ぶ」という意識をもつことが、彼らを実存的
に充実させ、ひいてはよりよい状況をつくりだす哲学となる。
以上述べてきたことによって、ヤスパース哲学を基にした、限界状況から主体的真理を目
指す実存的関係という、新たなケア倫理のかたちが提示された。
凡例
ヤスパース『哲学Ⅱ─実存開明─』Karl Jaspers, PhilosophieⅡ ─Existenzerhellung-, Springer,
1956からの引用はⅡの略号を用いる（数字は頁数）。日本語訳は草薙正夫、信太正三訳および渡辺
二郎訳を参照した。
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ヤスパースの思想は前期、中期、後期に区分されることがある。しかし、各々の時期に使用する

1

概念の違いはあるが、その思想内容は一貫しており、それまでの考察を否定するようなものでは
ない。本発表では主にヤスパースの主著である中期の作品『哲学』を参考にしているが、前期、
後期の著作も参考にしている。
2

参照：林田新二、
『ヤスパースの実存哲学』、弘文堂、1971

3

ヤスパースはこうした現実にある人間の諸様態を、現存在、意識一般、精神、実存に区別する。
『哲学』
（1938） で は 用 い ら れ て い な い が、 こ れ ら は、 わ れ わ れ で あ る と こ ろ の 包 括 者das
Umgreifendeの諸様態とされる。この概念が用いられるようになったのは『哲学』に次いで刊行
される『理性と実存』
（1935）からである。また、包括者の諸様態については『理性と実存』以
降の『真理について』や『啓示に面しての哲学的信仰』など、著作によって区別の仕方がさまざ
まである。
（参照：前掲、
『ヤスパースの実存哲学』）

4

ここでいう現存在Daseinとは、衝動的かつ本能的に行為する身体として存在し、また、科学等に
よって普遍化を目指そうとし、さらに社会を形成して様々な関係性を築くような人間像を指す。
この現存在の用語法がハイデガー（Martin Heidegger 1889-19976）の用語法と異なっているこ
とは明白だが、ヤスパース自身においても現存在の用法には著作によって異なりがある。ここで
用いた現存在は、前注の包括者概念でいえば現存在のみならず意識一般、精神の意味をも含みこ
んでいる点に注意せねばならない（vgl.Thomas Räber,
, 1955）。

5

参照：金子武蔵、
『実存理性の哲学』、弘文堂、1953

6

Karl Jaspers,

7

ヤ ス パ ー ス 哲 学 に お い て、 実 存 思 想 の 先 駆 者 で あ る キ ル ケ ゴ ー ル（Søren Kierkegaard

, Gruyter, 1931, 23f

1813-1855）の影響は大きく、人間が時間性と永遠の両極性をもっているという人間観は、キル
ケゴールに由来すると考えられる。
8

前掲、
『ヤスパースの実存哲学』

9

ヤスパースの述べるもっとも身近な人の死Der Tod des Nächstenあるいはもっとも愛する人の
死Der Tod des geliebtesten Menschenがいわゆる二人称の死として一般的に扱われる範囲の人
間と同等であるのかは検討の余地がある。ヤスパースはここで最上級の形を用いていることから、
対象は複数人ではないという可能性があり、後の文章からそれを判断することはできない。この
疑問は一対一のかたちをとる交わりの在り方と関わりうるもので、実存的交わりの相手の死のみ
が限界状況の死となりうる場合、実存的交わりの実現の面、特に医療現場での実現の面で問題を
含むことになる。

10

この点に加え、超越者の現実化を暗号Chiﬀre以外に認めないヤスパースはイエス＝キリストの存
在を認めることができないため、キリスト教とヤスパース哲学の間には隔たりが認められる。サ
ルトル（Jean-Paul Sartre 1905-1980）はヤスパースやキルケゴール、マルセル（Gabriel Marcel
1889-1973）の哲学を有神論的実存主義と表現したが、ヤスパースの超越者はキルケゴールやマ
ルセルの神と同一であるとは考え難いものである（参照：サルトル、『実存主義とは何か─実存
主義はヒューマニズムである─』、伊吹武彦訳、人文書院、1972）。

11

参照：エピクロス、
『エピクロス─教説と手紙─』、岩波書店、1959

12

林田新二・羽入佐和子・佐藤真理人・原一子・越部良一、『哲学へ─ヤスパースとともに─』
、北
樹出版、1996
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13

この他に「実存をめぐる愛における争い」der Kampf in der Liebe um Existenzという争いの形
式が詳述されている。この形式は限界状況の自覚以後の、実存的行為のあり方を指している。

14

日常的な人間の限界状況との関わり方については、『世界観の心理学』でより詳しく語られてい
る。

15

Friedrich Nietzsche,

, Reclam, 19Auﬂ,

2004,
16

ハイデガーはこの誰でもない誰かをDas Man（世人、ひと）と名付け、日常において個人はDas
Manに支配されているとする。ただしDas Manは現代の特徴ではなく、人間に根源的に備わる
存在性格とされている。Vgl. M.Heidegger,

, Max Niemeyer, 2001

17

フィリップ＝アリエス、
『死と歴史

18

西欧中世から現代へ』、みすず書房、1983、p75

前掲：『死と歴史

19

日本では病院死亡率が在宅死亡率を上回って死亡場所の第一位になったのは1970年代後半で、

西欧中世から現代へ』、p205

2006年では在宅死亡率12.2%に対し病院死亡率は79.7%となっている。ただし最近では最期を在宅
で過ごすというターミナルケアのかたちが注目されてきており、在宅死亡率が今後再び上昇する
可能性が考えられる。参照：
「平成19年度
20

厚生統計要覧」

Cancer Pain Relief and Palliative Care , WHO Technical Report Series No.804

21

村田久行、「スピリチュアルケアの理念と実際」、『月刊ナーシング

22

vol.24』、2004.9

Elisabeth Kübler-Ross,

23

参照：平山正実、
『見捨てられ体験者のケアと倫理』、勉誠出版、2007

24

この対話には沈黙も不可欠な要素として含まれる。

25

限界状況論と交わりの関係性については、いくつかの見解がある。両概念は完全に独立して語ら

, Macmillan Publishing Company, 1969

れているわけではないが、相互補完的に語られているともいえない。ラッツェルは限界状況によ
る実存の実現はキルケゴールの「神の前の単独者」を前提にしたもので、一方で交わり概念はそ
の後にブーバーやマルセルなどの対話の哲学に近づいて形成されたものであって、二つは独立し
た議論として扱われているとし、ザラムンはこの指摘の下に、ヤスパースはこの二つの考えをあ
えて結びつけず、多様性を保持することで実存の実現の可能性を広げたのではないかと述べてい
る。（vgl. Kurt Salamun,
26

, C.H.Beck, 1985）

参照：清水哲郎、
『医療現場に臨む哲学』、勁草書房、1997

― 56 ―

ヤスパース哲学とケア倫理

The Philosophy of Jaspers and the Ethics of Care
IWASAKI, Dai
This essay attempts to suggest a new possibility how we relate with death at the
present day, based on the philosophy of Karl Jaspers. This essay requires not only
philosophical idea but also possibility of concrete practice.
This essay considers the concept limit situation （Grenzsituation）from Jaspers at ﬁrst.
And the next, aﬃrming his view that death has a positive character in human life, we pay
attention to the care in medical and social welfare work because it can practically realize
the philosophy of Jaspers at the present day. Finally this essay finds a possibility of
existential philosophy on the spiritual care.
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