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序 

ハイデガー著作の最初の仏訳者であるアンリ・コルバン（1903-1978）は i、
ハイデガーの思想に哲学的に多くを負っている。コルバンが受けた影響は彼
の著作を注意深く分析すれば見てとれるし、また、彼自身もはっきりと次の
通り告白する。「私の探究プロセスの出発点は、ハイデガーの非凡な分析に負
っている」。  

 だが、コルバンはハイデガーに何を学んだのか。より正確には、ハイデガ
ーに共感して同調させる程にコルバンにとり重要だったのは、この偉大なド
イツの思想家のいかなる業績と洞察だったのだろうか。  

 本稿では、コルバンに影響を与えたハイデガー思想の核心部分として、以
下の洞察を提案する。（１）哲学的解釈学、（２）顕現（presence）としての

解釈学（顕現的／良心的思惟）、（３）歴史主義の克服・過ぎ去り、（４）メタ
、、

歴史性
、、、

（meta-historicity）の存在への信念。  

 

１ 哲学的解釈学 

 解釈学ないし解釈に関わる知はとても古い起源へと遡る。実際、その歴史
は、形而上学的思考の登場以前の、旧約聖書の解釈者や古代ギリシアにまで
辿れるし、その後は、プラトンやアリストテレスの著作に引き継がれる。中
世では、キリスト教世界とイスラム世界の両方で、解釈学は聖なるテキスト
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の解釈に結び付けられた。シュライエルマッハーにより、近代解釈学が登場
し、理解の一般原理と規則としての一般的解釈の知が形成された。ヴィルヘ
ルム・ディルタイにより、解釈学は、自然科学の経験的・実証主義的方法に
対比される、社会科学に固有の方法へと変貌した。  

 だが、ハイデガー思想によってこそ、哲学的解釈学は初めて形成されたの
である。ハイデガー思想を通じて、解釈学は、もはや単なる筆記文書（聖典、
法文書、文学作品に歴史書など）の理解方法ではなくなり、純然たる人文学・
社会学に特有の方法であるのでもなくなり、哲学の方法として位置づけられ
たのである。即ち、もはやテキストや人間的・社会的現象でなく、存在その
ものを対象とする哲学の方法として。  

 言い換えると、ハイデガー思想において、存在論、現象学、解釈学は一つ
のものへと統合される。哲学は、その内容に関しては「存在論」と、その方

法に関しては「解釈学」や「現象学」と呼ばれるが、それは、現象、即ち立
、

ち現れるもの
、、、、、、

（what appears）が、存在以外のものでなく、我々の存在了解は
存在の解釈となるからである。  

 ハイデガーの哲学的解釈学に即せば、人間存在は折に触れて解釈を行うよ
うなものではなく、むしろ、それ自体が解釈者であるような現実存在の一種
類であり、また、その存在とは正に存在一般の解釈なのである。  

 コルバンの考えでは、哲学的解釈学こそハイデガーの最重要の業績であっ
た。「ハイデガーの偉大な業績は、哲学の営為を解釈学によって基づけた事に
存する」ii。それ故、哲学的解釈に依拠すれば、東洋の理論的伝統は、ギリシ
ア形而上学の伝統の存在解釈とは異なる存在解釈を提示した、と結論できる。
単純化して言えば、東洋の歴史的伝統は、西洋の形而上学的伝統とは存在論
的に異なるのである。  

 

 

２ 顕現としての解釈学（顕現的／良心的思惟） 

 コルバンによれば、他の近代解釈学と較べた際の、ハイデガーの哲学的解
釈学の他の重要な問題は、この解釈学では、解釈の働きが命題の意味を露呈・
発見することのみに限定されない事である。むしろ、上述の通り、解釈学は
現象学に結び付けられ、命題の背後にある隠された真理を暴露する課題を引
き受けることになる。  

 もっとはっきり言うと、コルバンの理解では、ハイデガーが解釈学という
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ことで意味したものは、東洋の伝統における瞑想的で心胸の内奥から人をつ
かむ（hearty）解釈の手続きと共通の地平にあるのだ。この点に関してコル
バン自身も言う。「私が熱狂を持ってハイデガー思想に見出したものは・・・
こうした理由で、哲学的解釈学が本質的には見かけ上の命題の背後にある隠
蔽されて秘匿された意味を開放するための鍵である、という事なのだ」 iii。
ここまで提示した、解釈学がハイデガーにとって概念的・分析的思考の水準
に限定されないという点に基づいて言うと、本質的なものとして打ち出され
るべき他のポイントは、ハイデガーの哲学的解釈学において、現存在の実存
と生のあり方は、存在一般の解釈のあり方であり、かつ解釈のこうしたあり
方の帰結だという事である。これは、東洋の瞑想的・叡智的伝統や、ヘブラ
イ・セム的諸宗教における聖典の瞑想的・心胸的解釈に見出されるのと、同
じものである。これらの伝統にあっては、（東洋の瞑想的伝統の意味での）叡
智と（ヘブライ・セム的諸宗教における）聖典の意味の真理は、人生の歩み
または信仰ある真の生のあり方と固く結び付られている iv。  

 更にはっきり言えば、ハイデガー解釈学において、解釈の働きは、概念や
理論的教説に分析にのみ由来するのでなく、むしろ、生そのものの仕方や生
きられた経験に起源を持つ。コルバンの信ずる所では、「そのような解釈学は、
理論的な概観や分析に限られずに、生きられた経験とその異なる結果から洞

察を享受する」v。この解釈学において、意味とは、顕現にもたらす作用
、、、、、、、、、

（the 

act of making presence）と顕現の経験
、、、、、

から帰結するものである vi。こうした意
味での解釈学は、或る特定の実存様態を人に要求するのであり、正にその特
定の実存様態こそが意味の水準を厳格に規定する 1。コルバンに即するなら、
ハイデガーの哲学的解釈学においては、「我々の主たる課題は、世界内に我々
自身の人間的実存を自らの力により定位する方法を明確化すること、即ち、
現存在が自らの現（ここ－そこ）、つまりこの世界内での彼の状況を描き出す
ことの如何を明確化することである。そして、こうした課題は、現存在にと
り隠蔽されていた地平を露呈するのである」vii。  

 

 

３． 歴史主義からの過ぎ去り 

 ヘーゲルから今日に至るまで、歴史主義は人々の心を支配し、人間的実存
を自ら自身の歴史的条件に包囲されて囚われるがままにしてきた。この瀰漫
した物の見方によれば、人間の思考と行為は歴史的条件の産物であって、歴
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史的時代が彼に差し出した地平や諸可能性に拘束されている。歴史主義によ
るならば、メタ歴史的な真理など存在せず、歴史それ自体こそが唯一の真理
として、また、歴史的制約における人間存在の囚われこそが最も確かな事実
として受け止められる。それ故、歴史的制約と地平から解放して自由にする
ことなど不可能である。歴史主義の支配範囲は広く、原理的にはメタ歴史的
な真理を信仰しなければならない神学にまでいたっている。例えば、イエス・

キリストの受肉の概念―それは人間的実存の根本本性、即ち、聖なるもの
、、、、、

へ
の人間の超越とそれとの合一の可能性を示すものなのだが―は、世俗的な仕
方で、歴史学的・社会学的・心理学的な主題として把握されるのである。  

 だが、コルバン曰く、ハイデガー思想は、歴史性への囚われと歴史主義の
牢獄から自由にしてくれる。「私の探求過程の出発点は、ハイデガーの非凡な
分析に負っている」viii。というのも、ハイデガーの洞察とその固有のアプロ
ーチの仕方は、現代という時代の歴史主義的態度に抗うものだから。  

 コルバンの見解では、現代の歴史学上のアプローチにおいて、歴史学者は、  

 

  自らは過去に如何なる責任も感じない一方で、過去を足し合わせ組み立
てている。歴史学者は、彼自身がこの過去にそのような意味を与えて、正

にその意味に即して歴史的因果性
、、、、、、

を適用する一方で、自らが過去に与える

意味
、、
に対する責任はまったく感じていない。事実、歴史学者は、自ら自身

をそこに置くことのないままに、事実と出来事を、以前に生じて過去の一
部となったものの部分と見なす。特に、彼がその事実と出来事が生じた時
に現場に居合わせなかった事こそがより良いと考えられている。更に、完
全な歴史学的中立性を保って過去の出来事を報告できるためには、歴史学
者はその現場に不在でなければならない。歴史学者が「生きた過去」や「過
去における現在」といった語彙を用いる際、彼の現前は、過去におけるそ
の不在を正当化する為のメタファーとして言われるに過ぎない。  

  歴史学者とは反対に、解釈学的現象学者は現
、
（現

、
－存在

、、
／そこに在るこ

と）に居合わせねばならない。と言うのも、彼によれば、古臭くなり我々

にとりどうでもよくなったものなど何もないからだ。顕現にもたらす
、、、、、、、

とい
う働きにより、解釈学的現象学者は、出来事の現れの背後に隠されてきた
内的真理を暴き出し、いわゆる古びた過去の内に隠された未来を描き出し、
自らの前に広がる未来へと眼差しを向ける。こうした状況は、メタファー
以上のものではない「生ける過去」の字義通りの現前とは全く異なる。事
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実、解釈学的現象学者は、過去の中に息吹く未来を引き受けるが故に、「過
去に対して責任を持つ者」と自己規定するのである ix。  

 

 歴史主義的な分析とは反対に、コルバンによれば、  

 

  現存在
、、、

とその顕現にもたらす働きを通じて、過去の中に息吹く未来は花
開き、過去から到来しているものは顕在化する。［現存在の存在論的実存論
的構造に関する］ハイデガーの分析は、我々を歴史主義の幻想から解放し
えるものである。何故なら、それは、我々が依存するようなそうした「過
去」から我々を自由にして、過去に対する我々の態度を変えるからである
x。  

 

 換言すれば、ハイデガーが明るみにもたらしたのは、人間存在が現在の歴
史的条件に限られることなく、過去や未来の歴史地平に居合わせることがで
きるという可能性である。コルバンは、歴史主義に対する不同意と憎悪を頻
繁にあらわにしている xi。彼が信ずる所では、「強固な人格性は、自らの時代
に合わせて生きるべく強いられるものではない。むしろ、彼は自ら自身の時
代とならねばならない」xii。  

 ハイデガー自身が歴史思想における偉大な教師の一人であり、彼が時間性
と歴史性を人間の存在構造の基本的性格として捉えたことを忘れてはならな

い。だが、現存在
、、、

（そこに－在る）ないし実存というハイデガー流の人間存
在の概念は、彼の歴史思想を、歴史主義の奈落に引きずりこまれることから
防ぐ役割を果たしている。  

 ハイデガーによれば、人間存在とは実存
、、
であり、「実存」という語は語源的

に「外に－立つこと（ex-sistence）」として解されえる。換言すれば、ハイデ

ガーの見解では、人間存在は、実存的な
、、、、

（外に立ってある
、、、、、、、

）もの
、、
、つまり、

その実存のあり方が正に外に立つ脱自
、、、、、、

（ecstacy）であるような存在者である。
この脱自とは、超越そのもの、即ち、「ここにもあそこにも」居合わせて存在

しえる超越の働きであり、それこそが現
、
－存在

、、
に他ならないのだ。人間存在

の実存論的存在論的構造をこのように記述する仕方に関して、人間の実存と

は正に外に立つこと
、、、、、、

と超越であるが故に、この実存は、自らの歴史的制約を
超越し、他の歴史地平と諸可能性の内に居合わせることができるのである。  
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 人間にそうした可能性が与えられていないならば、我々の現在の歴史的制
約の背後にある他の歴史地平や、それ故に、先人の文化的・理論的業績の理
解と経験、そして彼らの生き方に向かい合うことなど決してできないし、他
の歴史的時代と条件に生きた人々との対話を創設することもできない。  

 

 

４ メタ歴史性 

 ここまで議論した通り、ハイデガーの解釈学的・現象学的・実存論的アプ
ローチは、歴史主義的アプローチに対峙する。我々の時代では、ハイデガー

の『存在と時間』が、メタ歴史性
、、、、、

（meta-historicity）の概念を基礎付けている。
存在と存在者を分ける彼の存在論的区別は、歴史とメタ歴史の区別に対する
十全な基礎を提供するものである。コルバンの解釈によれば、「『存在と時間』
の第二部が出版されていれば―これなしには、第一部は未完の始まりに留ま
るのだが―メタ歴史性の存在論的基礎は疑いもなく補強され完成されていた
だろう」xiii。無論、第二部が出版されずに終わったのは周知の通りである。 

 だが、コルバンの見解では、人間存在の存在論的構造と歴史性に関するハ
イデガーの分析は、歴史科学の存在論的根幹を示すものであり、そして、近
代的世界観の影響下にあって我々がしばしば唯一の歴史として把握する外面

的出来事の歴史（世界史
、、、

）よりも更に本来的な歴史性が存在するという事を
示すものである。コルバンは、外面的な歴史の根幹にあるこの本来的な歴史
性を表現するために「メタ歴史性」という術語を新しく造ったのである。メ
タ歴史性の概念について、コルバンが言うところでは、  

 

  「メタ歴史性」と「歴史性」の関係は、「存在論的」と「存在者的
、、、、

」の関
係と同じである。「メタ歴史性」と「歴史性」のこうした区別は決定的なも
のである。というのも、管見では、メタ歴史性は、歴史の歴史性に目を奪
われたり、歴史的因果性の文脈に絡め捕られたりする事を防いでくれる適
切な動機と説明となるからである。事実、メタ歴史性は、歴史の歴史性を
超え出るように我々に呼びかける。何故なら、「歴史の意味」というものが
存在するなら、それは、歴史上の外面的な出来事の歴史性ではなく、ここ
まで述べたメタ歴史と、歴史的なものの実存論的で心胸の内奥にある根幹
にこそ隠されているからである。  
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 コルバンは、このメタ歴史性を「聖なる歴史」とも表現する。  

 

  これは、私が「聖なる歴史」（hierohistoire）の語で規定するのと同じ主
題である。それは、預言者の歴史における外面的出来事や「救済史」を追
い求めるのでなく、より基礎的な歴史、即ち、聖典の概念や逸話の見かけ
上ないし字義通りの意味の背後に隠された実存論的で心胸的な歴史を探求
する知識である。……事実、メタ歴史性と歴史性の違いと対立は、神秘家
やヘブライ・セム的諸宗教における聖典の解釈者たちにはとてもよく知ら
れたものだった。xiv 

  聖なる歴史は、より本質的でより真なる諸関係や諸接続があるという事
を、我々に注意してくれる。歴史主義の追随者たちが観察不可能な内的世
界に対して盲目的であるのは愚かしいと言ってもよいだろう。我々が考慮
せねばならないのは、この外的世界に「意味」を与える所の、内的世界へ
の我々の関係は、「歴史的」ではない、という事である 2 xv。  
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原註 

1 コルバンにとっての顕現としての解釈学の重要性およびハイデガーの影響に関し

ては、次を参照：Shaygan, 2005: 44. 
2 コルバンのメタ歴史性概念と、イラン的叡智とスーフィズムにおける神に対する人

間存在の永遠の契約に関しては次を参照：Corbin, 2000/ a: 15- 30; また、 Cf: Corbin, 

2000/ b: 31- 63. 
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