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 アブドルカリミー先生の発表では、コルバンがハイデガーの哲学から受け
た影響について、とりわけ解釈学的方法の導入による東洋学の決定的な革新
が問題にされた。そこではとりわけ、歴史主義から脱却することによって新
たな比較思想の原理となる「メタ歴史」というコルバンの構想が主題となっ
ていた。  

以下で私は、このハイデガーとコルバンの関係について、若干異なる視点か
ら、解釈学よりもむしろ現象学に焦点を置いて分析し、それによって、コル
バンをイスラーム学者としてよりもむしろ独創的な現象学者として解釈する
ための道筋を付けたいと思う。  

この目的のために、私は、コルバンの現象学を、フランスで主に 1990 年代
に、レヴィナス、アンリ、マリオンを中心として展開したいわゆる「現象学
の神学的転回」の現象学運動の流れのなかに、さらにはそれに先駆けるもの
として位置づけたいと思う。  

それぞれハイデガーを媒介として、ユダヤ教の聖典テクスト解釈学をモデ
ルとしたレヴィナスの「律法とエロスの現象学」、キリスト教の受肉をモデル
としたアンリ、マリオンの「自己触発もしくは贈与の現象学」に加えて、イ
スラーム神秘主義をモデルとしたコルバンの「創造的想像力の現象学」によ
って、三つの一神教の伝統を、宗教的な対立においてではなく現象学的に、
すなわちそれらの根本経験に立ち戻って記述し、新たな方法で「比較」する
ことが可能になった。このテーマはたいへん興味深く、重要なものだが、こ
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こではその詳細に立ち入ることは控える。ただ、本論の中心的仮説として以
下で述べるように、私の考えでは、コルバンの「創造的想像力の現象学」は、
「純粋映像」という純粋な現象性に到達している点で、ハイデガーまでの現象
学のみならず、これら三つの一神教の現象学の中でも現象学として最も徹底
されたものである 1。  

したがって、コルバンを現象学として論じるにあたっては、（超／先時間的
な）「一者」と（時間化されて多様化した）「多者」の間の「中間界」―これ
こそが純粋現象学の究極のフィールドである－の現象を顕わにする「創造的
想像力」の解明こそが核心となる。この、「メタノエシス的内在」における先
時間的な元型イマージュの像化が、ノエシスとノエマの志向的相関性に代わ
って現象学の中心主題となるのである。しかし、ここではこの想像力が機能
する経験の次元を探り、それを確定するにとどめる。この経験の次元に対す
る無理解と、それとは別の（志向性および存在論的差異を媒介として現れる）
次元との混同によって、一方で一者はおのれを顕わにするためのいかなる多
様性の余地も持たずに多を暴力的に抑圧するものとなり、他方で、一者から
切り離された（｢無から｣創造された）世界は、いかなる統一もなく分裂した
ものとなって、ニヒリズムに曝される。これら二つの両極端の偶像崇拝を解
体し、メタノエシス的内在における中間界＝元型イマージュの純粋現象へと
絶えず立ち返って「一者」を現象学的真理において純粋にそれ自体から顕わ
にし、経験することがコルバンの現象学の目論みなのだと私は考える。  

 

 

１．コルバンとハイデガー 

 コルバンは、一般に、ハイデガーのフランス語への最初の翻訳者として、
そしてハイデガーにならって現象学の方法をイスラーム神秘主義の読解に用
いたイスラーム学者として知られているが、彼自身はハイデガーやメルロ=

ポンティ、レヴィナスなどのような独創的な現象学的哲学者とは必ずしもみ
なされていない。しかし、彼の仕事を全体としてみる時、彼がハイデガーを
出発点として、従来の現象学に忘却され、覆い隠されてきた「神」もしくは
「一者」の新たな現象学を、とりわけスフラワルディーの｢東方照明哲学｣に基
づいて構想していたことは明かである。以下で、コルバンのこの新たな現象
学がいかなるものであり、現象学にとっていかに決定的な意味をもっている
のかを、ハイデガーの「存在の現象学」をその後期にまで辿って、それと対
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比することによって明らかにしたい。  

 コルバンは、フィリップ・ネモとの対談｢ハイデガーからスフラワルディー
へ」において、彼のハイデガーとの関係を、現象学と解釈学との関係に即し
て語っている 2。それによれば、彼がハイデガーから受け継いだのは、主に
『存在と時間』から『形而上学とは何か』にかけてのいわゆる前期から中期の
時期における、存在を概念的に表象するのではなく、存在そのものの経験と
して自ずから現れるがままにさせる現象学の方法であり、また、日常性にお
いて現存在が常にすでにその中にいる存在の意味を「として」構造を通して
理解する解釈学の方法である。コルバンはそこで、ハイデガーの方法は隠さ
れたものを開く｢鍵｣であり、そのようなものとして普遍性を持つと主張する。
すなわち、ハイデガー的｢世界観」（Weltanschauung）に限定されるのではな
く、それとは「世界観」を異にする経験にも適用できるとする。この方法に
よってコルバンは、イブン・アラビー、スフラワルディーを初めとするイス
ラーム･グノーシス的経験を、単なる過去の文献学の対象とするのではなく、
直接体験されたものとして現前にもたらし、（ハイデガー的な意味で）「反復
する」ことに成功した。  

 しかし、コルバンの仕事全体を単なる現象学の方法を用いたイスラーム学
としてではなく、その経験をモデルとした独自の現象学的哲学として見るな
ら、彼のハイデガーに対する関係は、このインタビューでの彼の謙虚な発言
よりはるかに緊張したものとしてわれわれに現れてくる。  

 本論に先駆けて言うなら、コルバンが構想する現象学は、ハイデガーの存
在論的差異に代えて、その差異化にすら先立ち、その中では現れることのな
い「一者そのもの」の現象学である。それは、存在論的差異すらも、十分に
還元されきっておらず、それゆえに一者を覆い隠す｢偶像」として告発し、そ
れとは別の、一者を一者そのものとして現れるがままにさせうる現象化原理
としての､言わば「垂直の原差異化」を発見することに他ならない。この（二
つの現象学の）差異によって、ハイデガーとコルバンがそれぞれ方法として
使用する現象学と解釈学の内容も変化し、それによって顕わになる経験の質
も変容するであろう。  

 

 

２．ハイデガーの｢顕現しないものの現象学」 

 しかし、ハイデガー自身、存在論的差異にすら先立つ「存在そのもの／存
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在としての存在」（Sein als solches）の現象学を、いわゆる｢転回（ケーレ）｣
以後の｢後期」の思惟において、｢顕現しないものの現象学／目立たないもの
の現象学」として扱っている。  

 ハイデガーが｢顕現しないもの=目立たないものの現象学」に言及するのは、
主に｢ツェーリンゲンのゼミナール」において、パルメニデスの「思惟と存在
の同一性」に関してである 3。ハイデガーにとって現象学は、存在そのもの
を自ずから顕わになるがままにさせる（sich zeigen lassen）ことであるが、『存
在と時間』では、この存在の自ずからなる現れがもっぱら現存在を媒介とし
て理解されている。それは、現存在がおのれに固有の死／無の不安において
本来の自己の存在に目覚め、さらにこの死／無へと先駆けることで開かれる
脱自的時間の地平の中で存在そのものを経験することである。そのため、存
在はもっぱら「現存在＜の＞存在」として限定されたものとしてのみ現れる
のであり、それは存在「そのもの」を顕わにする現象学の理念に反している。
つまり、lassen がなお徹底した受動性まで十分に還元されておらずに存在の
現れのための或る「前提条件｣になっており、それゆえに存在が真におのずか
ら顕わになっていない。そのひとつの原因は、存在開示の方法として、現象
学に解釈学的な「として」構造が「接ぎ木」されており（リクール）、そのた
めに現象学が現象学として徹底されていないことにあると思われる。  

 この現象学的な不徹底をさらに徹底して還元して、解釈学的「として」か
ら、徹底化された現象学的「として」に深まることが、いわゆる「転回」で
ある。現存在の脱自的時間に代表される地平的「として」が、ふたつの項を
媒介することによってそのいずれをもそれとは別のものに変質させてしまう
のに対して、徹底化された現象学的「として」は、存在をいかなる存在者と
も混同することなく、厳密に「おのずから」顕わになるがままにする「顕現
しない／目立たない」原媒介であり、存在そのものの動きの内に入って、そ
れと動きを共にすることに他ならない。それが、｢ツェーリンゲンのゼミナー
ル」で解釈されるパルメニデスの「思惟と存在の同一性」という事態である。
ここで問題になるのは、この「内に入って共に動く」ということがいかなる
事態なのか、とりわけこの「内部」と「共に」が何を意味するのかである。
それが、「同一性」という適切とは言えない表現で語られている。思惟と存在
のこの「同一性」は当然ながら停止した静的な同一性ではなく、思惟が存在
の声を聞きつつ存在と「共属」（zusammenhören）するという出来事であり、
それは「現前は現前する」、「生起は生起する」、また「現前としての現前」、
「存在そのもの＝存在としての存在」（Sein als solches）といった「同語反復」
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として語られる。そこでは、現存在から転回した存在の思惟は、いわばこの
現象学的「として」の働きそのものに「成り切り」、存在が「として」におい
て二重化しつつ同じものとして反復され、外的ないかなる媒介もなしにまさ
しく「自ずから顕わになる」出来事をその内部から媒介するとされるのであ
る。このような同語反復的な「として」が、存在そのものを現れさせつつ自
らはそこから身を退き､隠れる「顕現しないもの／目立たないもの」なのであ
り、後期ハイデガーの現象学はこの意味での、存在論的差異にすら先立つ、
あるいは存在論的差異の中では目立たない原媒介の出来事という「顕現しな
いものの現象学」なのである。しかしこれは真に「同じもの」の自ずからの
現れなのだろうか。人間が「同じもの」の内部に入ってその声なき声に耳を
澄まし、それに応答するという意味での「共に動くこと」は、いまだ「声／
呼びかけ」とそれを「聞くこと」の間の二重性において生起する出来事であ
るがゆえに、純粋に自ずから顕わになる現象ではなく、したがってこの「内
部」は偽装されたもの、すなわち予め分化した「別のもの」を後から「同じ
もの」（と自称するもの）へと接合しているのではないか。その際、厳密に神
／一者の中に入り、それと一体化すると主張するイスラーム「神秘主義」の
体験は、然るべき現象学還元を遂行した時、この問いにいかに答えるだろう
か。「同じもの」と「一なるもの」は「同じもの」なのだろうか。これがコル
バンの現象学の問いである。  

 

 

３．コルバンの「一者の現象学」 

 コルバンは、『イラン哲学と比較哲学』の第１章｢比較哲学と現象学」にお
いて、短くはあるが現象学についてまとめて論じている 4。そこで彼は、ハ
イデガーが『存在と時間』において行った現象学の規定に従って、現象学を
そのギリシャ語に遡って｢現象（見かけ）を救うこと」として定義している。 
「現象とは、おのれを示すもの、現れているもの（顕現するもの）であるが、
その現れにおいて、その現れのもとに同時に隠れたままに留まることによっ
てのみ開示されうる何かを示すものである。」5 

 さらにコルバンは、ギリシャ語からペルシャ語に一気に移行し、『コーラン』
の霊的解釈学ターウィル、すなわち「物をその起源、その元型にまで導き返
すこと」に関係づけて、この顕わなものを「ザーヒル（外部＝顕教的なもの）」、
隠れるものを「バーティン（内部＝秘教的なもの）」と同定している。  
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 ここでは、あたかもハイデガーの現象（学）概念からコルバンのそれへと、
現象学を普遍的な｢鍵｣として、一気に、断絶なく移行しうるかのように論じ
られているが、ギリシャ語の現象概念からペルシャ語のターウィル解釈学へ
の飛躍は、目立たないにしても決定的な断絶を介した別の「世界観」への飛
躍である。  

 問題は、このふたつの「世界観」における｢現れ」と｢隠れ」の差異化の差
異である。「隠れつつ現れる」､｢現れつつ隠れる」､と言う時の、「つつ」の意
味の異同がここでは唯一の問題であり、これが「存在の現象学」と「一者の
現象学」を厳密に、かつ決定的に分かつのである。この差異をあくまでも現
象学的に、体験の内在において示すことがコルバン現象学の課題となる。  

 ハイデガーの現象学に対して、ハイデガーからスフラワルディーへと移行
したコルバンの現象学は、地平的差異はもちろん、存在論的差異、顕現しな
い「として」すらも還元して、「存在を存在として」ではなく、「一を純粋に
一として」、自ずから現れてくるがままに顕わにしようとするものである。そ
れは、厳密に一の内部に入ってそれに「成り切る」と同時に、しかもそれと
単に融即的に「一体化する」ことなく、厳密にその内部から、何らかの「原
媒介」を通して現象化するようなものでなければばらない。  

 それは、「見る」ことはもちろん、存在の声なき声といえども「聞く」こと
ですらなく、ただひたすら「映す」ことであろう。同じひとつのものを、一
のままに、しかも多として映すことが可能なおそらくただ一つの媒介、それ
は「鏡」である。ただしそれは、いかなる物質的な歪み（地平的媒介）もな
く、映されるものを＜そのまま＞映すものでなければならない。またそれは、
同じことだが、一者をその外からではなく、内部から映し出すものでなけれ
ばならない。人間が還元を徹底化させて一者の内部に入ることでこのような
鏡としての「として」に成り切ること、それがコルバンの現象学的還元であ
る。  

より伝統現象学的に言えば、この還元は、ノエシス・ノエマの志向的相関
性を原理とする内在／超越から、もはや、いかに志向的に媒介されているも
のであっても内在／超越の二元性が問題にならなくなるような、それに先立
つ「メタノエシス的原／超内在」とも言うべき次元へと深まるものであり、
そこで新たな、厳密な意味で＜無限＞の経験領野が初めて開けてくる。  

重要なことは、この鏡像において、一者の自己顕現と人間による像化が鏡
像を原媒介として完全に＜一なる＞出来事だということである。人間と神／
一者は、絶対的な距離で隔てられる－不可知論の偶像－のでもなければ、素
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朴神秘主義的に「一体化」する－神人同型論の偶像－でもない。鏡像を原媒
介とすることで、それらふたつの「自然的・素朴な態度」の「中間」で、神
をその内部から現れるがままにすることが可能になる。そこにおいて、一者
は一者であることをやめることなく、他のものに変質されて偶像化すること
なく、この鏡に＜そのまま＞自己を自己の内部で多様化させて自らを映す。
さらに言えば、この自己映像化によって初めて一者は一者＜となる＞のであ
る。鏡を原媒介とした映像の相互鏡映以外の何ものもない体験、これこそが
徹底して還元された純粋現象学であろう。このような相互鏡映の動き以外の
何ものでもない透明な「一者」は、光のメタファーで語られる。  

 この､鏡に変容した「メタノエシス的超内在」における意識の深層－という
よりもむしろ「魂」－が一なる光をその内側から歪めることなくひたすら映
してイメージを形成する機能が、コルバン現象学の核心をなす「創造的想像
力」である。それは、内的純粋鏡像としての一者の外部の地平的世界で自己
自身とは異なるものを像化するあらゆる想像力から区別されねばならない。
それは初めから実在と切り離された世界表象を媒介するカントの図式機能で
もなければ、非実在的なものを単に空想するものでもない。まったく逆に、
実在（一者）そのものを、志向性はもちろん、存在論的差異すらも媒介せず、
その内的鏡としての意識のみを唯一の原媒介として一者が自己の内部で多様
化し、垂直に自己を示してくるがままに顕わにする、まさしく純粋現象学的
な機能である。この意識のメタノエシス的超内在こそが、人間の意識の深層
（魂／心）の内在であると共に、一者が一者として自己を自己の内部で映すと
きの「内部」となる。そしてこの「一者／意識が合致する原内在」とは、空
間的にイメージするべきではなく、いかにわずかなものであっても意識の振
り返り（反省だけでなく、それに先立つ｢生ける現在｣の過去把持＝受動的志
向性のような）が介入する以前の、経験の遂行の只中、経験しつつあるその
進行の最先端、あるいは｢現在｣の先時間的な「刹那」をその「内部から」､
動きの中で（動きと「共に」）捉えたものとして考えねばならないものである。
神秘主義的・宗教的な「神との神秘主義的合一」とは、現象学的にその経験
そのものの内部に立ち返って記述するならこのようなものである。  

 このように見てくると、コルバンにとって、現象学と解釈学の関係は、そ
れらの内実と共に、ハイデガーにおいてとはかなり異なったものとなる。ハ
イデガーが現象学に加えて解釈学を導入したのは『存在と時間』においての
みであり、その後「転回」を経て晩年の「顕現しないものの現象学」におい
て再び－その内容は決定的に変容しているが－現象学が導入された。これに
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対してコルバンでは、先に見たように、現象学と解釈学は存在から一者へと
その主題が変化するに従ってその内実を変えるのであり、またそれらは一貫
して切り離し得ない。一者の現象学的現れ方が、解釈学におけるザーヒルの
現れとバーティンの隠れをモデルとしているのである。そしてこのセム的解
釈学は、ハイデガーが参照した哲学的解釈学とは全く異なり､神の痕跡として
の『コーラン』のテクストを、解釈学的・地平的「として」を媒介として「理
解」するのではなく、一者を一者として現れるがままにする垂直の「として」
を原媒介として、あらゆる「理解」を超えた全く新たな意味の創出に向けて
炸裂させるものなのである。  

 このように、「ハイデガーからスフラワルディーへ」の移行は、決してコル
バンが言うような「世界観」の変更に過ぎないのではなく、「存在の現象学」
から、存在することなくひたすら映像として映しだされるのみの「一者の現
象学」への決定的な移行なのである。  

 

  

165

アンリ・コルバンの現象学



アンリ・コルバンの現象学 

註 

1 この点に関して、永井晋「現象学の＜神学的転回＞－受肉・テクスト・イ
マージュ－」（宗教哲学会編『宗教哲学研究』特集「フランス現象学と神学」、
京都、昭和堂、2013 年）において詳しく論じた。  

2 Henry Corbin :De Heidegger à Sohravardî, dans L’Herne,Henry Corbin, Paris, 

Editions de l’Herne, 1981, pp.23-37.  
3 Martin Heidegger : Gesamtausgabe Bd .15 Seminare, Frankfurt am Main, 

V.Klostermann, 1986, SS.372-400, Seminar in Zähringen 1973, besonders S.397. 
4 Henry Corbin:Philosophie Iranienne et Philosophie Comparée, Paris, 

Buchet/Chastel,1985. 
5 Ibid,  pp.22-23. 

 

 

 

166

共生の哲学に向けて――イスラームとの対話――


