
Die vorliegende Arbeit forscht nach dem Sinn des Menschen als menschliches Naturwesens. Der

Kern des Sinnes des Menschen ist aber nichts anderes als Menschlichkeit（Humanität）. Also

behandle ich die praktische Philosophie überhaupt, namentlich die menschliche praktische Philoso-

phie Yoshiaki Utsunomiyas. Dabei zugleich möchte ich sein Denken selbst und auch seine

Denkweise lernen.

Danach möchte ich den Sinn des menschlichen Naturwesens auf Grund der Menschlichkeit

（Humanität）aufklären und ferner den Menschen an sich selbst als systematische Totalität der drei

Lebenstätigkeiten, die aus Konsumieren, Produzieren und Verkehren bestehen, zeigen. Der Sinn

des Menschen enthält die Menschlichkeit（Humanität）als sein übergreifendes Moment in sich.

Daher müßten wir vor allem die Menschlichkeit（Humanität）untersuchen.
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Abstract

【補論８】［実存主義との対話・サルトル（１）］

（α）『存在と無（L’être et le néant）』（ＥＮと略記）［１］

*サルトルもハイデガーも，キルケゴールの読了後と計画していたが，別に順番に読む必要もな

いとも思われ，同時進行のかたちで「対話」することにした．サルトルの『存在と無』のテキス

トは，ガリマール社・1943年初版と，松浪信三郎氏訳『存在と無（上・下）』（新装版，99年，人

文書院）とした．なお，本書の副題は「現象学的存在論の試み（ Essai d’ontologie

phénoménologique）」である．

『存在と無』の「目次」は，次のとおりである．

目次

緒論　存在の探究（INTRODUCTION A LA RECHERCHE DE L’ÊTRE）



Ⅰ　現象という観念（L’Idée de Phénomène）

Ⅱ　存在現象と現象の存在（Le phénomène d’étre et l’étredu phénomène）

Ⅲ　反省以前的
、、、、、

なコギトと知覚
、、
の存在（Le cogito preréflexif et l’être du percipere）

Ⅳ　知覚されること
、、、、、、、

percipiの存在（L’être du percipi）

Ⅴ　存在論的証明（La preuve ontologique）

Ⅵ　即自存在（L’être en soi）

第一部　無の問題（LE PROBLÈME DU NÉANT）

第一章　否定の起原（L’ORIGINE DE LA NÉGATION）

Ⅰ　問いかけ（L’Interrogation）

Ⅱ　否定（Les Négations）

Ⅲ　無についての弁証法的な考えかた（La conception dialectique du Néant）

Ⅳ　無についての現象学的な考えかた（La conception phénoménologique du Néant）

Ⅴ　無の起原（L’origine du Néant）

第二章　自己欺瞞（LA MAUVAISE FOI）

Ⅰ　自己欺瞞と虚偽（Mauvaise foi et mensonge）

Ⅱ　自己欺瞞的な行為（Les conduites de mauvaise foi）

Ⅲ　自己欺瞞の《信仰》（La 《Foi》 de la mauvaise foi）

第二部　対自存在（L’ÊTRE－POUR－SOI）

第一章　対自の直接的構造（LES STRUCTURES IMMÉDIATES DU POUR－SOI）

Ⅰ　自己への現前（La Présence à Soi）

Ⅱ　対自の事実性（La Facticité du Pour－Soi）

Ⅲ　対自と，価値の存在（Le Pour－Soi et l’Etre de la Valeur）

Ⅳ　対自と，諸可能の存在（Le Pour－Soi et l’Etre des Possibles）

Ⅴ　自我と，自己性の回路（Le Moi et le Circuit de l’Ipséité）

第二章　時間性（LA TEMPORALITÉ）

Ⅰ　時間的な三次元の現象学（Phénoménologie des trois dimentions temporelles）

Ⅱ　時間性の存在論（Ontologie de la Temporalité）

Ⅲ　根原的時間性と心的時間性――（Temporalité originelle et Temporalité psychique：La

Réflexion）

第三章　超越（LA TRANSCENDANCE）

Ⅰ　対自と即自とのあいだの典型的な関係としての認識（La connaissance comme type de

relation entre le Pour－Soi et l’En－Soi）

Ⅱ　否定としての規定について（De la Détermination cmme Négation）

Ⅲ　質と量，潜在性，道具性（Qualité et Quantité, Potentialité, Ustensile）
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Ⅳ　世界の時間（Le Temps du Monde）

Ⅴ　認識（La Connaissance）

第三部　対他存在（LE POUR－AUTRUI）

第一章　他在の存在（L’EXISTENCE D’AUTRUI）

Ⅰ　問題（Le Probléme）

Ⅱ　独我論の暗礁（L’Ecueil du Solipsisme）

Ⅲ　フッサール，ヘーゲル，ハイデッガー（Husserl, Hegel, Heidegger）

Ⅳ　まなざし（Le Regard）

第二章　身体（LE CORPS）

Ⅰ　対自存在としての身体――事実性（Le Corps comme Etre－Pour－Soi：La Facticité）

Ⅱ　対他ー身体（Le Corps－Pour－Autrui）

Ⅲ　身体の第三の存在論的次元（La Troisième dimension ontologique du Corps）

第三章　他者との具体的な諸関係（LES RELATIONS COMCRÈTES AVEC AUTRUI）

Ⅰ　他者に対する第一の態――愛，言語，マゾヒズム（La première attitude envers autrui：l’

amour, le langage, le masochisme）

Ⅱ　他者に対する第二の態度――無関心，欲望，憎悪，サディズム（Deuxième attitude

envers autrui：l’indifférence, le désir, la haine, le sadisme）

Ⅲ　《共にある存在》（共同存在）と《われわれ》（L’《étre－avec》（Mitsein）et le《nous》）

第四部　「持つ」「為す」「ある」（AVOIR, FAIRE ET ÊTRE）

第一章　「ある」と「為す」――自由（ÊTRE ET FAIRE：LA LIBERTÉ）

Ⅰ　行動の第一条件は，自由である（La condition première del’action, c’est la liberté）

Ⅱ　自由と事実性――状況（Liberté et Facticité：La Situation）

Ⅲ　自由と責任（Liberté et Responsabilité）

第二章　「為す」と「持つ」（FAIRE ET AVOIR）

Ⅰ　実存的精神分析（La Psychanalyse existentielle）

Ⅱ　「為す」と「持つ」――所有（Faire et Avoir：La Possession）

Ⅲ　存在を顕示するものとしての性質について（De la Qualité comme Révélatrice de l’Etre）

結論（CONCLUSION）

Ⅰ　即自と対自――形而上学的概観（En－Soi et Pour－Soi：Aperçus métaphysiques）

Ⅱ　道徳的展望（Perspectives morales）

『存在と無』の「目次」は，以上である．私は今後，「実存主義の実践哲学」として，キルケゴ

ール，サルトル，ハイデガーの三人の考えを丹念に追跡する予定である．その際，私は，宇都宮
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芳明氏の見解を重視したい．そこでまず，宇都宮氏が，その『倫理学入門』などにおいて，サル

トルとハイデガーに触れておられる箇所との「対話」を以て「序文」としたい，と思う．キルケ

ゴールについては，［キルケゴールとの対話］を見られたい．この［サルトルとの対話］の「序

文」は，［ハイデガーとの対話］にも通用する．

序文　『倫理学入門』などとの「対話」

（§Ａ）

（１）

「［人間性についての三つの考え方］自然主義が「人間の本性」である人間性を，変わることの

ない人間の自然本性として捉え，歴史主義がそれを解体して，人間性を歴史的に変化するもので

あると見るのに対し，さらに第三の見方として，およそ各個人の在り方をあらかじめ規定してい

るような人間性は，自然的にであれ，歴史的相対的にであれ，存在しないとする見方がある．わ

れわれはこれを，「実存主義」の見方とよぶことにしよう．」（『倫理学入門』，29頁）

［対話］

「自然主義」と「歴史主義」については，いまは措く．ただ，次のような全体把握を，今後の

議論において，たえず念頭におく必要があろうかと思う．

（ａ）「［契機の全体化による三理論の成立］さて，これまで自然主義と歴史主義と実存主義に

ついて，それらがそれぞれ「人間の本性」である人間性をどのように考えているかを眺めてきた．

ところでいま，私という人間を取り上げてみると，私は，（１）まずは自然界に人類の一員とし

て所属し，（２）次いで歴史的に規定された特定の社会のうちに位置し，（３）そのなかで私とい

う個人として存在する．私は人間としてこの三つの契機をもつが，自然主義・歴史主義・実存主

義は，人間をこの三つの契機のいずれかに限定して捉えているのであって，このことから三者の

間に対立が生じ，人間性についての見解が三様に分かれるのである．」（『入門』，32頁）

倫理ないし道徳が「人間らしさ（人間性）」（「人間らしい人間，人間であるにふさわしい人間に

見いだされる特性」［同上，19頁］）を意味することは自明であるにしても，その内容は，自然主

義・歴史主義・実存主義に応じて異なっている．

ところで，なにゆえに，宇都宮氏はこれらの倫理理論を批判する必要があったのであろうか．

それは，端的に言えば，「全人類に対して開かれた愛」すなわち「人類愛」［同上，197頁］を基礎

づけるために，である．一口に「人類愛」と言っても，宇都宮氏の場合，その内的構成は甚だ複

層的であるが，結論のみ引用しておこう．「すべての他者を等しく人間として
、、、、、、、、

愛するという場合の

愛とは，どのような愛であろうか．それはわれわれが先に述べた愛，つまり出会いくる他者をい

ずれも代置不可能な「汝」として愛すること以外には，考えられない．それは排他的な家族愛や

民族愛や国家愛とは違って，まさに人類愛
、、、

である．」（『人間の間と倫理』，220～221頁）この「す

べての他者を等しく人間として愛する人類愛」を，三つの倫理理論のどれも，根拠づけることが

できない．さらに，なぜ，宇都宮氏はこのような「人類愛」を求めたのであろうか．それは，直

截に言えば，「人間全体を包む「開いた社会」」，「開いた愛に基づく」「人類世界」の実現を希求す
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るがゆえに（同上，221～222頁），である．このような次第を熟慮するならば，宇都宮氏は，いわ

ゆる「個人道徳」といわゆる「社会倫理」との統合をも果たそうとしていたことが理解されるの

である．

宇都宮氏の実践哲学の内在的意図を捉える努力なしに，われわれは氏の哲学の内側に一歩たり

とも入ることはできないことであろう．私自身，まだまだ努力が足りないことを自覚している．

（ｂ）

「［人間性の見解の不一致］すでに触れたように，自然主義の見方は古代ギリシアに生じ，歴史

主義の見方は18世紀に生じ，実存主義の見方は20世紀に生じたが，現代ではこの三つの見方がい

ずれも有力で，鼎立する形をとっていて，このことが人間性についての統一的な見解をいっそう

困難にしていると言える．人間性とはなにかについて諸見解があるばかりではなく，そうした人

間性そのものの存否についてもこのように見解が相違する．今日「人間性」についてさまざまな

ことが（たとえば，人間性の尊重とか，豊かな人間性とか，人間性の回復とか）唱えられている

が，しかしそれがなにを意味するのかは曖昧であり，ひとによって受け取り方が違うのも，こう

した「人間性」にかんする見解の不一致によると見てよいであろう．」（『入門』，32～33頁）

（２）

「［実存主義の系譜］実存主義の先駆者としては，19世紀の中葉から後半にかけて，警世的な著

作活動に専念したキルケゴールやニーチェの名があげられるが，しかし思想界で「実存主義」と

か「実存哲学」という言葉が用いられるようになったのは，ドイツでハイデッガーの『存在と時

間』や，ヤスパースの『哲学』とか『実存哲学』が公刊されてからのことであり，これがさらに

流行思想としてもてはやされるようになったのは，ハイデッガーの影響を受けたフランスのサル

トルが，『存在と無』や『実存主義はヒューマニズムである』を公刊してからである．つまりそれ

は，おおむね第二次大戦後のことと言えるであろう．」（同上，29～30頁）

（３）

「［人間の本質主義的な見方］ところで「実存（existence, Existenz）」という言葉は，哲学の

伝統的な用法では，あるものが現実に存在することを指していて（「実存」という訳語は，「現実

存在」を縮めて作られた），そのものがそもそもなんであるかを示す「本質（essence, Essenz,

Wesen）」という術語と一対をなす術語として用いられてきた．たとえば，いま私の眼の前にある

一冊の本は，それが本であるという本質をそなえたものとしてここに現実存在している，つまり

実存していることになる．これを人間に当てはめると，一人一人の人間は，それが共通に人間で

あるという本質をそなえたものとして，つまりそうした普遍的な人間の本性すなわち人間性をそ

なえたものとして，各個に実存する，ということになろう．各個人の在り方は，その意味で，前

もって人間に共通な人間本性によって規定されている．自然主義的な見方は，実はこうした視点

から人間を捉えていたのであって，それは人間の各個の実存よりも人間の本質を重視する本質主

義的な見方とも言えるであろう．」（同上，30頁）

［対話］

自然主義だけでなく，歴史主義も，本質主義的であると言えよう．自然主義は自然界における

人間を，歴史主義は歴史的社会における人間を，本質主義的に捉えるのである．マルクスの人間
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も，階級の一員として本質主義的（構造主義的）に捉えられる．マルクスの場合，それほど単純

にではないとは言え（エンゲルス，レーニンと比較されたい；この点については，私の『マルク

ス哲学論への前哨』の「人間社会の哲学」だけでなく「意識の哲学」をも見られたい）．

（４）

「［人間の実存主義的な見方］これに対して，サルトルは，人間にあっては「実存が本質に先立

つ［l’existence précède l’essence］」と主張する．たしかに本のようなものについては，あらか

じめ本とはどのようなものであるかという本の本質を知っている本の製造者がいて，それが一冊

一冊の本を作成し実存させたのであって，この場合は本質が実存に先立つと言える．しかし人間

にあっては，このように人間の本質をあらかじめ定めているものは存在しない．人間はまずめい

めいが実存しており，実存することを通じてめいめいが人間であることを，つまり人間の本質を，

実現する．人間にあっては，実存が本質に先立つのである．」（同上，31頁）

（５）

「［自由の刑罰に処せられている人間］サルトルは，このことを言い換えて，人間は自由であ

る，と語る．サルトルによると，「人間は自由であって，私が拠り所にしうるようないかなる人間

の本性（nature humaine）も存在しない［l’homme est libre, et qu’il n’y aucune nature humaine sur

laquell je puisse faire fond］」のであり，「人間はなんの拠り所もなく，なんの助けもなく，刻々

に人間を作り出すという刑罰に処せられている［l’homme, sans aucun appui et sans aucum se-

cours, est condamné à chaque instant à inventer l’homme］」のである．サルトルの実存主義は，

「人間の本性」を実存に先立たせる自然主義の見方と鋭く対立する．」（同上，31頁）

（６）

「［サルトルとハイデッガーの本質的同質性］このことは，サルトルに影響を与えたハイデッガ

ーにおいても同様である．ハイデッガーは，『存在と時間』のなかで，人間を「現存在（Dasein）」

という術語でよび，「この存在者［現存在］がなんであるか（本質）は，この存在者の存在（実

存）から把握されなければならない［Das Wassein（essentia）dieses Seienden muß, sofern

überhaupt davon gesprochen werden kann, aus seinem Sein（existentia）begriffen werden］」として，

「現存在のいわゆる本質は，このものの実存のうちにある［Das 》Wesen《 des Daseins liegt in

seiner Existenz］」と語る．私という人間が現になんであるかは，私が実存するその実存の仕方

のうちに見いだされる．ハイデッガーの表現はサルトルの表現と多少異なるが，しかし両者が言

おうとしていることはほぼ同じと見てよいであろう．」（同上，31頁）

（§Ｂ）

（１）

「［実存主義も人間性（人間の本性）という考えに呪縛されている］第２章の「３．実存主義の

見方」［（Ａ）］で述べたように，実存主義の基本的な考えは，人間の各個人の存在（実存）をあら

かじめ規定しているような人間性は，自然主義が説くように自然的にであれ，歴史主義が説くよ

うに歴史的相対的にであれ，存在しない，ということにある．そしてこのことを，ハイデッガー

は，人間の本質はその実存のうちにあると表現し，サルトルは，人間にあっては実存が本質に先
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立つという形で表現したのである．だがハイデッガーもサルトルも，今度はこのこと，つまり本

質が実存のうちにあるとか，実存が本質に先立つということを，人間の自然的本性に代わる人間

の普遍的本性［人間性＝人間の本性］と見て，そこからすべての人間に共通する実存の構造につ

いての分析（ハイデッガーの用語では，人間すなわち現存在の「実存論的分析」）を展開する．そ

こでまず，ハイデッガーの場合に注目しよう．」（『入門』，119頁）

［対話］

人間の本性としての「人間性」は，個々の人間が自己の内に持っていると考えられる特性を指

す．「人間性［人間デアルコト］」が，「人と人との間」に求めてられてはいない．「個人は，自分

一人で生きるのではなく，いつの時代にも他の個人とともに存在し，他の個人となんらかの形で

かかわりあいながら生存する．そしてこれこそが，人間が生きていく上でのもっとも基本的な，

歴史を超えた普遍的条件なのである．」（『入門』，135頁）この点から見れば，自然主義も，歴史主

義も，そして実存主義も，実は同じなのである．もとより，相互の相違を無視することは許され

ないとしても．

（２）

「［実存の本来性と非本来性］人間の本質が実存のうちにあるということは，簡単に言うと，あ

る人間の人間としての在り方は，その人間が自らの存在に対して取る態度によって決まる，とい

うことである．ハイデッガーによると，人間各個人の存在は，「その都度私」である存在である

が，私がこの自らの存在に対して取る態度は，基本的に言って，二つある．一つは，私が自らの

存在を自らに引き受けるという形で実存することであり，いま一つは，それとは逆に，私が自ら

の存在を引き受けずにそれを回避するという仕方で実存することである．前者は，私が私に固有

な（eigen）自己を保持しつつ実存することであり，後者はそうした自己を放棄し，それを喪失し

た状態で実存することである．そこでハイデッガーは，前者の実存の仕方を「本来的（eigentlich）」，

後者の実存の仕方を「非本来的（uneigentlich）」とよぶ．『存在と時間』での人間存在の分析は，

この実存の「本来性」と「非本来性」とを基軸として，展開されるのである．」（同上，119～120

頁）

［対話］

参考としてだけのことであるが，カントは，（１）英知としての人間を「本来的自己（das

eigentliche Selbst）」（『道徳形而上学の基礎づけ』，§151，§156）と呼んでいる．また，（２）

ハイデッガーの「本来性」と「非本来性」は，どことなく，カントの「自律」と「他律」を思い

出させる．「非本来性」や「他律」を厳しく斥けることが，正論であることは，私が言うまでもな

かろう．宇都宮氏『人間の間と倫理』，136～138頁を見られたい．

（３）

「［非本来的実存の「ひと＝自己」］ところでハイデッガーによると，人間は，「さしあたってた

いていの場合」には，つまりその「日常性」においては，非本来的に実存する．言い換えれば，

私は，私に固有な自己を回避しつつ実存する．では，その場合に，回避された私固有の自己に代

わって，私のなかで自己の役割を演じているのは，誰であろうか．それは端的に言って，「私」で

はなくて「他人」である．とは言え，それはある特定の他人ではない．それはすべての他人を代
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表するような，いわば他人一般であり，「ひとがそうするから自分もそうする」という場合の「ひ

と（das Man）」である．ハイデッガーは，こう語っている．「日常的現存在の自己は，＜ひと＝

自己＞であって，われわれはこのものを本来的な，つまり本来それとして把握された自己から区

別する．＜ひと＝自己＞として，その時々の現存在は，＜ひと＞のうちに分散してい

る．・・・・・・さしあたって＜私＞は，私に固有な自己という意味で＜存在している＞のでは

なく，＜ひと＞という様式における他人である［Das Selbst des alltäglichen Daseins ist das

Man－selbst, das wir von dem eigentlichen, das heißt eigens ergriffenen Selbst unterscheiden. Als

Man－selbst ist das jeweilige Dasein in das Man zerstreut・・・・・・Zunächst≫bin≪ nicht ≫ich

≪ im Sinne des eigenen Selbst, sondern die Anderen in der Weise des Man.］．」（同上，120頁）

［対話］

ペルソナとしての人間（役割自己）の諸特性と，ここに見られる人間の非本来的在り方（＜ひ

と＝自己＞）との間の異同と類縁性に刮目すべきであろう．『人間の間と倫理』において，宇都宮

氏は，次のように書いておられる．

「［役割自己の特徴である］非自立性・他律性・平均化の可能性・代置可能性は，実存哲学の用

語を用いれば，一括して「非本来性」とよんでよいであろう．日常性のうちにあって役割期待の

みにそって行動する役割自己は，ただちにハイデガーの言う「ひと」ではないにしても，以上の

意味において，非本来的な自己である．」（同上，137～138頁）

実存主義も，もとより，人間らしく善く生きることの尖鋭な探求の一企図なのである．

（４）

「［単独化による本来的実存の奪回］では，私はいかにして「ひと」から脱して，私固有の自己

を回復し，本来的に実存できるようになるのであろうか．キルケゴールは，「単独者」という言葉

を使って，主体性を喪失して生きる「大衆」に，主体性を保持する「単独者」を対立させたが，

ハイデッガーもこれにならって，本来的実存にいたるには，「ひと」のうちに分散している自己

が，単独者にまで個別化され，「単独化」されなければならない，と考える．そして人間にこの単

独化を促すのが，「不安」であり，「死」の自覚であり，「良心」なのである．」（同上，120～121

頁）

［対話］

「キルケゴールの言う「大衆」は，ある特定の大衆でもなければ，貴族に対する庶民というと

いう意味での大衆でもない．それは「概念として把握された大衆」であり，「数的なもの」であ

る．キルケゴールによると，貴族であれ，百万長者であれ，この数的なものの働きによってたち

まち大衆と化すのである．」（『人間の間と倫理』，71頁）

「キルケゴールは『後書』で人間の主体性を問題にし，「現実的主体性」とは「倫理的に実存す

る主体性」であるとしたが，キルケゴールのこの理念は，『存在と時間』のうちにそのままの形で

引き継がれていると言ってよいであろう．」（同上，73頁）

「徹底して存在論的分析という形態をとるにもかかわらず，ハイデガーの『存在と時間』は，

倫理を予見させると言うサルトルの『存在と無』よりも，その内容においてはるかに倫理的であ

り，これとは別に倫理学の著作を必要としないほどである．」（ibid.）
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（５）

「［ハイデガーの実践哲学の真髄］［①不安］不安は，「ひと」が馴れ親しんでいた世界を無意味

化することによって，「ひと＝自己」を「単独な自己（solus ipse）」へと単独化する．［②死］ま

た，私の死は，本来私だけにかかわる事柄であって，他人は私に代わって私の死を引き受けるこ

とはできない．「死は現存在を単独な現存在として要求する
．．．．．．．．．．．．．

［er beansprucht dieses als

einzelnes］」のである．［③良心］さらにまた，「良心の声」は，沈黙という形をとりつつ「ひと＝

自己」によびかけ，それを「自らに固有の自己［das eigene Dasein zumal selbst］」へとよび戻

す．［④単独化］これらをひとまとめにして言えば，「現存在は，沈黙した，あえて自己に不安を

要求する決意性の根源的な単独化のうちで，本来的に自己［Das Dasein ist eigentlich selbst in

der ursprünglichen Vereinzelung der verschwiegenen, sich Angst zumutenden Entschlossenheit］な

のである．［⑤「ひと＝自己」把握と「単独化」の強調は照応的］このように，ハイデッガーが本

来的自己の回復に際して繰り返し強調するのは，人間すなわち現存在の「単独化（Vereinzelung）」

である．［なぜ，対他化ではなく，対自化＝単独化であるか，と言えば］このことは，非本来的な

自己が，自他無差別な［役割関係・私と汝の関係のない］「ひと＝自己」として捉えられたことか

らしても，当然の成り行きであろう．［⑥現存在の「本来性」と「非本来性」］現存在は単独化さ

れることによって，はじめて本来的に私固有の自己として実存する．ハイデッガーは，現存在の

「本来性」と「非本来性」という用語を用いる際に，これらが現存在の「存在様態」を示す用語

［事実概念］であることを強調している．つまり本来性と非本来性は，人間の存在に後から付け加

えられた倫理的な価値規定［価値概念］ではない［，と強調している］．だがそれにもかかわら

ず，ハイデッガーが，本来的な実存の在り方が人間のあるべき在り方であり，非本来的な実存の

在り方は人間の頽落した在り方で，それを克服しなければならないと考えていることは，明らか

であろう．［⑦本来性と倫理］人間は倫理的に人間らしく生きようとすれば，本来的に「固有の自

己」として実存すべきであって，非本来的に「ひと」として実存すべきではない．「ひと」は，責

任をもたない非自立的な人間の在り方であり，決断が迫られる場合にはいつも逃げ出してしまう

ような人間の在り方である．人間が「死への存在」であることを自覚し，その時々の現在の状況

に面して，「ひと」が採用する通俗的な社会的規範を斥け，いわば英雄的に決意し決断していくハ

イデッガーにとって，真に人間らしい人間の在り方であり，倫理的に善とされる人間の在り方な

のである．［⑧前期と後期］ハイデッガーのいわゆる後期の思想においては，「存在の運命」とよ

ばれるものへの聴従が説かれるようになるが，しかし少なくとも前期の『存在と時間』では，運

命に立ち向かう人間の英雄的な実存の仕方が称揚されていると見てよいであろう．」（同上，121～

122頁）

［対話］

実存主義は一般に，「他者の不在」を特徴とするがゆえに，「本来の自己」を「自己自身」のな

かへ求める．われわれのように，あくまで「人と人との間」に人間らしく善く生きることを追究

している者には，実存主義の「単独者」の探求を学び，摂取することが，不可欠である，と言え

よう．つまり，実存主義の主題である個別的人（本来的自己）を「人と人との間」にある「人」

として，包摂する視点が重要であろう，と思う．

「［実存主義における「汝」の不在］実存主義を扱った第10章では，ハイデッガーとサルトルの

考えに注目した．［①ハイデッガーの場合］ハイデッガーは，非本来的な実存相互の関係について

はかなり詳しく分析しているが，しかし本来的実存相互の関係についてはほとんど語っていない．
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ブーバーが，ハイデッガーの言う本来的実存は，「現実に他の人間とともに生きている人間」では

なく，「現実の生を自己自身とのかかわりのうちでしか知らない人間」であり，それは他者に対し

て開かれていない「閉じたシステム」であると批判するのも，そのためである．［②サルトルの場

合］またサルトルが『存在と無』で示した人間関係は，互いに他者を自分の客観に閉じ込めよう

とする関係であり，これはブーバーの言葉を借りれば，「私ーそれ」の関係であって，「私ー汝」

の関係ではない．ムーニエ（1905ー1950）の批判によると，「サルトルは対他存在というものを，

ただ己の妨げとなるもの，人を隷属させるものというふうに考え，これ以外のものとは考えては

いない」のである．［③両者の共通点としての「汝の不在」］つまりハイデッガーにおいても，サ

ルトルにおいても，「汝」としての他者は不在である．」（『入門』，150～151頁；なお，同書，146

頁以下を見られたい）

（６）

「［人間の本性がないゆえに，人間は定義不可能］［①実存主義の第一原理］すでに触れたよう

に，サルトルは，人間にあっては実存が本質に先立つと考えた．つまり人間は，「なんらかの概念

によって定義されうる以前に実存している存在（un être qui existe avan de pouvoir être défini par

aucun concept）］であって，そこでサルトルは次のように語っている．「実存主義者が考える人

間が定義不可能であるのは，人間ははじめはなにものでもないからである．人間は後に結果する

ところのものであるにすぎず，人間は自ら創るところのものになるになるのである．このように，

人間の本性は存在しない．・・・・・・人間は，自ら創るところのもの以外のなにものでもない．

これが実存主義の第一の原理である（L’homme, tel que le conçoi l’existentialiste, s’il n’est pas

définissable, c’est qu’il n’est d’abord rien. Il ne sera qu’ensuite, et il sera tel qu’il se sera fait.

・・・・・・I’homme n’est rien d’autre que ce fait. Tel est le premier principe l’existential-

isme.）．」［②人間の本性の不在］サルトルの考えでは，およそ自然的にも，歴史的にも，個々の

人間をあらかじめ規定しているような「人間の本性（nature humaine）」すなわち人間なるもの

は，存在しないのである．」（同上，122～123頁）

［対話］

私がサルトルに最初に接したのは，大学一年の講義で『実存主義はヒーマニズムである』が取

り上げられた（北大・河西章先生）ときである．その後も，主としてレーニン批判において，サ

ルトルは参照されること，屡々であった．

いろいろと言うべきことが，ある．幾つかの論点の指摘に止めよう．

（１）実存主義一般の自己ないし実存は，「人と人との間」を存立場としないがゆえに，本質的

にエゴイスティシュ（フォイエルバッハ，同上，141頁を見られたい）である．「人間の本性」が

人間の「塊（アグレガート）」を作り出すのは自明である．個々人ののっぴきならない単独性は，

いつしか「塊」の一構成要素へと解消されてゆく．

（２）そのゆえに，実存主義は，「人間らしさ」と「人間の意味」を，「自己自体」の内部に探

る他ない．私たちが吸収すべきであるのは，「間」を挿んで等根源的である，おのおのの人間の個

別性の豊かな内実であろう．この点に，実存主義の長所があるように，考えられる．

（３）尊厳を有するがゆえに，人類愛をわが身に引き受け，万人を敬愛する――これが「道徳」

すなわち「人間らしさ」であると思うが，実存主義は「尊厳＝人類愛＝人間らしさ」の見地から

眺望するに，「自他の関わり」という人間独自の――マルクスによれば「動物は関係をもたない」
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（『ドイツ・イデオロギー』）――存立場への視線が微弱なようである．

（４）「人間愛は，自律的な愛であり，創造的な愛である．人間は各自が自由に自らの道徳を創

造すべきであるとするサルトルの提言がが生かされるのは，こうした人間愛の場においてであろ

う．」（同上，201頁）

サルトルの思想の基本は，「人間は，自分で自分を作り出す」，であろう．すなわち，「人間にお

いては，実存は本質に先立つ」と言えよう．

サルトルには，「全人類の永遠の平和的共存」を基礎づける概念装置が欠けているがゆえに．

要するに，他者の不在する自己は，独我論的であり，自分一人の「自己」ばかりを追尋する結

果となるはずである．

（７）

「［実存の自由と倫理］［①人間の自由は実存の自己創造にある］サルトルは，人間が自由であ

るということを，実存のこの自己創造のうちに見いだした．人間が自由であるとは，先に引用し

たように，「人間はなんの拠り所もなく，なんの助けもなく，刻々に人間を創り出すという刑罰に

処せられている」ということである．第二次世界大戦中にドイツに占領されたフランスで，イギ

リスに赴いてフランス解放軍に加わるべきか，それともフランスにとどまって母親の生活を助け

るべきか，そのどちらを選ぶべきかについて助言を求められた生徒に対し，サルトルが与えた回

答は，「君は自由だ．選びたまえ．つまり創りたまえ．」ということであった．「いかなる普遍道徳

も，なにをなすべきかを君に指示することはできない」し，「この世界のうちに指標は存在しな

い」のである．［②倫理と実存の自由］サルトルはここで，人間の普遍的本性から導き出される

「普遍道徳」の意義を否定するが，しかしこれは決して倫理そのものを否定しているのではない．

すぐに見るように，むしろ倫理を実存の自由と結びつけて理解すべきだというのが，サルトルの

考えなのである．」

［対話］

サルトルにおいて，「倫理（如何に生きるべきか）」は，「選択の自由」に基づいている．サルト

ルは，われわれに，倫理的であることの厳しさ，竣嶮さを教えている．確かに，如何に行動する

かを最終的に「決断」するのは，われわれひとりひとりである．このような態度は，他律的では

なく，自律的自立的であろう．言葉を換えれば，「単独的」であろう．宇都宮氏は，「道徳とは元

来，人間の一人一人が自分で考え［自立的自律的思考］，自分で身につけるもの」と強調されてい

る（『入門』，５頁）．

倫理における自律的自由の側面を強調したのは，実存主義一般の重要な貢献と言ってよかろう．

なお，文中の「普遍道徳」は，いわゆる「日常的な役割倫理」と見て，間違いなかろう，と思う．

（８）

「［サルトルの実存的精神分析］［①人間は実存が本質に先立つ自由な存在であるということは，

すべての人間に共通する普遍的規定］ハイデッガーは，人間の本質が実存のうちにあるというそ

のことが，人間すべてに共通な規定であると考え，それをもとに人間存在の実存論的分析を行っ

たが，サルトルも，人間は実存が本質に先立つ自由な存在であるということを，すべての人間に

共通する人間の在り方と見る．［②責任の倫理］サルトルの主著『存在と無』は，このことを主と

して人間の意識の構造に即して解明した書物であるが，ところでこの書物は，『道徳的展望』とい
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う最終節で締めくくられている．それによると，『存在と無』で展開された，人間存在の分析を基

盤とする存在論は，それが存在［ザイン］論である以上，命令法からなる道徳的規則［ゾレン］

を立てることはできない［ザインからゾレンは導き出せない］．けれどもこの存在論は，「状況の

なかの人間的現実に面して自ら責任をとる一つの倫理が，いかなるものであろうかを予見させて

くれる」のである．［③価値の唯一の源泉である不安］実際，存在論と，それに加えて実存的精神

分析は，「道徳的行為者に対して，かれが諸価値を現実に存在させる存在であることを開示するも

のでなければならない」のであって，「その時にこそ，かれの自由はそれ自身を意識し，価値の唯

一の源泉である不安のうちで自己を見いだす」のである．」（同上，123～124頁）

［対話］

サルトル考えの根本は，「実存は本質に先立つ」という認識にある．サルトルの倫理は，それゆ

え，実存がはじめにある．そして，実存は，その都度その都度の決断的選択をしつつ，人間であ

ること，すなわち「本質」になってゆく．ところが，サルトルの人間の場合，（１）本質に先立つ

実存，の「実存」は理解できようが，（２）実存に先立たれる「本質」のほうは，必ずしも明解で

あるとは言いにくい．このことに注目しながら，『存在と無』『実存主義はヒューマニズムである』

などとの《対話》をしてみたい．

「本質」というものは，「日常的な役割倫理」と捉えるときにこそ，意味をなすように思える．

繰り返せば，実存に先立たれる「本質」は，そのように考えないと，意味をなさない．

元を質せば，「実存（ガアル）」も「本質（デアル）」も，人間の在り方［アル］である．

本来的自己の恢復を目指す点で，精彩に富んだ議論があるものの，実存主義は「実存」であれ，

「本質」であれ，「個人に内在するもの」，と捉える．われわれ関係論者・相互主体性論者［は人間

を「人と人との間」あるいは「自他の関係」「自他の連繋」の場（エレメント）にあるものものと

考える人々のこと］は，人間の本質を，超個人的と見るが，人「間」内在的と考える．「実存」は，

さしあたり，普通の「個人」を指す．人間が人「間」である限り，個人は他の諸個人とともに生

きているのである．

（ａ）

「［人間の基本的条件］この問題は，人間が他者とともに存在し，他者とのかかわりのうちで生

きるという，人間の基本的条件にまでさかのぼらなければ，解決できない問題なのである．」（同

上，136頁）

［対話］

この「人間の基本的条件（人間の普遍的条件）」を捉え，それに従って行為し，生きてゆくとい

うことがなければ，およそ人間なるものは存在し得ないであろう．パスカルが，人間は天使での

獣でもない（『パンセ』），と言った含意に沿ってみれば，《他者と共なる個人》こそが，人間の唯

一の存在条件である，と言えよう．人が，理性的かどうかとか，ブルジョアかプロレタリアであ

るとかというまえに，理性的である「人」，プロレタリアである「人」が存在し生きていなければ

ならない．ここは，重要である．これは，フォイエルバッハと初期マルクスが，ヘーゲルに対し

て異議を申し立てた「主語と述語の転倒問題」と同質である．色々の形容詞（述語）が被らせら

れるには，そもそも，「人間である」必要があるであろう．非理性的であろうと，ブルジョアであ

ろうと，「人間である」必要がある．さまざまな形容詞の被せられない「人間」の基本的普遍的条
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件を，すなわち「人が人である根本条件」を見つめなければならない（『マルクス哲学論への前

哨』の「人間社会の哲学」を見られたい）．人間は，いつでもどこでも，「他の個人と共なる個人」

である．これが，人間の根本規定である．人間の裸のすがた，原姿なのである．

（ｂ）

「［人と人との間にある存在］そこでこれから先は，人間の基本的条件に注目して，そこから倫

理を考えていくことにしよう．したがって，すべての人間に共通な普遍的自然本性が存在するか

どうか，人間の在り方を歴史的相対的に規定するものがあるかどうか，人間各自の実存がどのよ

うな構造をもつか，こうした問題はすべて視野の外に置くことにする．それらがどのような形で

捉えられようと，人間はいつの時代にも他者とともに存在し，他者とのかかわりのうちで生きて

いる．人間はつねに人と人との間にある存在であり，その意味で，人「間」である．人間が人

「間」であること，これが人間の基本的条件である．」（同上，136頁）

このような人間観は，ヘーゲル，フォイエルバッハ，マルクスにも共通している．ヘーゲルに

ついては『精神現象学』『法哲学』『エンチクロペディー』を，フォイエルバッハについては『哲

学改革のための暫定的提題』『将来の哲学のための根本命題』を，マルクスについては『ミル評

注』『経済学＝哲学草稿』『ドイツ・イデオロギー』を見られたい．端的に言って，三者には，カ

ントが哲学の根源的志向と捉えた「学問的な，生きる知恵」という視点が欠けているように思え

る．マルクスの場合，この視点の欠如は，悲劇的結末を招いたのである．（三者について，『ヘー

ゲルとマルクスの思考方法』，『マルクス哲学論への前哨』の「人間社会の哲学」を見られたい．）

（ｃ）

「[人間という語の釈義]「人間」という日本語について，辞書（『広辞苑』）を引くと，まず第

一に，「人の住む所．世の中．世間．じんかん．」とあり，第二に，「（社会的存在として人格を中

心に考えた）ひと．また，その全体．」とあり，第三に，「人物．人がら．」とある．また日本語の

古い用法をも示す辞典（『岩波古語辞典』）によると，「人間」はまず第一に，仏教用語として，「人

間界」すなわち人間が住むこの世を指していた．つまり日本語の「人間」は，個人を指すのに先

立って，個人がそのなかに生きている「人間界」もしくは「世の中」を指すとされるのである．

和辻哲郎（1889―1960）も，このことを，『人間の学としての倫理学』（1934）のなかで指摘して

いる．和辻によると，中国の古典では，「人間」は明らかに「人間社会」を指している．しかし漢

訳仏典を通じて，「人間社会を意味する『人間』という言葉が，『人』の意に転用せられるに至っ

た」のである．もっとも和辻の考えでは，これはすでに「人間」という言葉のうちに「人」の意

味が含まれていたからであって，そこで和辻は，「人間とは『世の中』自身であると共にまた世の

中における『人』である」と規定する．和辻はまた別の箇所で，「［①］人が自であり他であるの

は，すでに人の間の関係に基づいている」とし，「［②］人間関係が限定せられることによって，

［③］自が生じ他が生ずる」とする．「『人』が他でありまた自であるということは，それが『人

間』の限定であるということに他ならない」のである．」（同上，136～137頁）

［対話］

ここに見られる，和辻氏の思考論理は，ヘーゲル『論理学』「概念論」の「普遍ー特殊ー個別」

の論理展開に似ている．①は普遍性，②は特殊性，③は個別性，である．和辻論は，別に用意さ
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れているので，この論題は，ここでは論究しないことにする．一言だけ．和辻氏の『限定』は，

ヘーゲルでは『特殊化』であるが，限定されたもの（自と他）がすでに，限定されるもの（人間

関係）のなかに含まれている，という展開になっている．この後者の「限定されたもの（人間関

係）」の身分が曲者である．とりあえず，拙論「ヘーゲル論理学批判序説（Ⅰ）」（『ヘーゲルとマ

ルクスの思考方法』，146頁以下）を見られたい．

『ドイツ・イデオロギー』において，マルクスは，人間は相互に関係するが，動物は関係しな

い旨，述べている．重要な発言である．解釈が難しいのであるが，ここで言われている，人間の

相互関係は，フォイエルバッハの「私と汝の関係」を踏まえたものなのではなかろうか．そのよ

うに捉えるとき，「動物は関係しない」という意味が生き生きとしてくる．マルクスは「その形態

がどんなものであろうとも，社会とはなんであるか？人間の相互的行為の産物である．」と言う

（「アンネンコフ宛1846・12・28付の手紙」）．フォイエルバッハ宛1844・８・11付の手紙では，マ

ルクスは「人間の実在的区別に基づいた人間と人間との統一，抽象の天国から現実の地上へひき

おろされた人類の概念，それこそ社会の概念でなくて何でしょうか」と情熱的に語った．これら

の言葉も勘定に入れて考えると，マルクスもまた，「人と人との間」――序でながら，『間』は静

的ではなく動的な「相互関係行為」（ヘーゲルとマルクス）と見るべきであろう――を以て，人間

と爾余の動物との種差とする人間観をもっていたのである．

付け加えれば，「間（相互関係行為）」を主体的に，自ら生きてゆく立場から，潜り込むような

気持ちで認識する必要があろうかと思う．この人とこの人の間，自他の間のなかに，「人間らし

さ」が存在する．「学問的な，生きる知恵」（カント）を探究する実践理性は，この《間》のなか

を進みゆくのである．

（ｄ）

「［間に内在する個］［①人間＝人の間］和辻倫理学については，第14章で改めてその内容 を検

討することにして，ここでは「人間界」や「世の中」という古義から離れ，「人間」をどこまでも

「人と人との間」として捉えることにしよう．［②間によって人は人「間」である］個々の人は，

「人と人との間」である「人『間』」にあることによって，人間である．［③自他と「間」の関係］

とは言え，このことは，まず自己が人として存在し，次いで自己が他の人すなわち他者との間に

入ることによってはじめて人間になる，ということではない．［④自他の存在は『間』の存在と同

時的，等根源的］そうではなくて，和辻の言葉を借りると，まず「人間関係［間］」が存在し，そ

れが「限定される［特殊化される］」ことによって「自が生じ他が生ずる」のである．自己が自己

であり，私が私であるのは，他者，つまり私ではない汝との「間」においてであり，自己の在り

方もこの「間」によって規定されている，ということである．自己と他者は，その意味で，どち

らかが先に存在するのではなく，「間」を挟んでいわば同時的に，等根源的に，存在するのであ

る．」（同上，137～138頁）

［対話］

これほどまでに一人一人の人生を決定する「間」の存在論的身分について，それなりの考察が

必要であろう，と思う．これについては，然るべき場所において，果たしたい．これだけでも，

実存主義の「意義と限界」のおおよそを描写できるであろう．

（９）
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「［自由の自覚の有無］［①自由の無自覚］ここでサルトルが言おうとしているのは，次のこと

である．すなわち，人間はまったく自由であるが，しかし人間はそのことを十分に自覚していな

い．［②無自覚の自由の陥穽］それどころか人間は，自由に自己を創造していくことの重荷に耐え

かねて，たとえばなんらかの決定論［創造的自由論の反対概念］を信奉し，自分はすでにこのよ

うに決められているのだとして，自らの自由を否定しようとする．［③謹直な精神（espri de

sérieux）］また，さまざま価値を現実に存在させるのは人間の自由によるのであるが，いわゆる

「謹直［律儀］な精神」の持主は，自分［の側で価値を創造することなく］に対峙する世界［世の

中］の側に価値を固定し，それに安住して生きようとする［世の中のほとんどの人々はこのよう

な傾動をもつ］．［④自由を行使しない者は卑怯者，道徳的悪者］だがサルトルによると，「謹直な

精神から，あるいは決定論の弁明を使って，自分の全面的自由に目を覆うひとびと」は「卑怯者」

であって，道徳的に断罪されなければならない．［⑤自分の自由の開示による自己の創造へ到る］

つまり存在論や実存的精神分析は，人間が自由であることを徹底して開示してみせなければなら

ないのであって，それによって人間は，自分が自由でないという自己欺瞞から解放され，自由に

自己を創造していくことができるようになるのである．」（同上，124頁）

［対話］

すべての人間は等しく自由である．ただ，その用い方によって，さまざまな人間類型が生じる．

無自覚な状態・・・自己欺瞞

自由　　　　　　　　　　謹直（決定論・卑怯者）的

自覚的な状態・・

自己的・自律的・自己創造的

自由の自覚的な状態の二分は，カントの「他律」と「自律」の区別，キルケゴールの『あれか

これか』に酷似している．人間においては，実存が本質に先立つ．実存は各自の本質を自由に創

造する．「選びたまえ．つまり創りたまえ．」行為の決断的選択と人生の自律的自己的創造を可能

にする唯一の人間的条件が，《自由》なのである．

（10）

「［自由と責任の倫理］［①倫理的問題の所在・善悪の基準］サルトルは，『道徳的展望』の末尾

で，『存在と無』に続いて倫理的問題を主題とする書物を刊行すると約束していたが，これは実現

にいたらなかった．けれども，サルトルが倫理的問題の所在をどこに求め，倫理的善悪の基準を

どこに置こうとしていたかは，以上からほぼ明らかであろう．［②倫理の所在］人間は各自その都

度の状況に面して，自由に自己の在り方を選ぶべきであり，それによって自己を創造していくべ

きである．その場合にのみ，人間は自らの行為について，自分が全面的に責任を負わなけれぼな

らないことを決意するであろう．［③倫理的判断規準］そしてその場合にのみ，その行為や行為の

主体である人間は，倫理的に善であろう．これに反して，「謹直な精神」から，あるいは決定論を

理由にして，自らの自由を否定する人間は，自己欺瞞的な「卑怯者」であり，倫理的に悪である．

彼は自らの行為に全面的に責任を負うことを回避するからである．」（同上，124～125頁）

［対話］
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自然主義と歴史主義の場合と同じく，実存主義も，「人間らしさ」を探索することは，言う迄も

ない．サルトルにおいては，道徳的善悪（人間らしいことと人間らしくないこと）については，

自由に基づいて選択した行為に全面的に責任をとるのが「人間らしい」道徳的善であり，反対に，

責任を取らないのが「人間らしくない」道徳的悪である，となる．

（11）

「［ハイデガーの倫理とサルトルの倫理との関係］［①誠実と責任の倫理］このように見てくる

と，サルトルの倫理は，自由の倫理と言うよりも，むしろ自己に対する誠実の倫理であり，責任

の倫理である，と言わなければならない．第二次世界大戦後，サルトルの影響の下に，「実存主義

者」を自称する多くの若者が現れ，無責任な自由を謳歌したが，しかしこれはサルトルの真意に

反するものであろう．［②サルトルにおける本来的実存と非本来的実存］サルトルは「無」や「不

条理」を強調したが，だがいわゆる虚無主義者，すなわちニヒリストではない．サルトルが説く

自由な実存は，むしろハイデッガーが説く本来的実存に近いのであって，つまりサルトルは，ハ

イデッガーによる本来的実存と非本来的実存の区別に注目し，自由を否定する自己欺瞞的な人間

の在り方を，非本来的実存の側に配したと言えるのである．」（同上，125頁）

（12）

「［サルトルの倫理的価値判断の規準への疑問］［①自由な自己創造は規準たりえるか］サルト

ルにとって，人間すべてが従わなければならないような「普遍道徳」なるものは存在しない．人

間は「自らの道徳を選びながら，自らを創造していく」のである．人間は「自らの道徳を選びな

がら，自らを創造していく」のである．だが，サルトルが考えるように，人間は各自が自由に自

己を創造していきさえすれば，それでただちに倫理的に善であると言えるであろうか．［②責任を

伴った自由であったとしても］たとえ自己創造の自由が無責任な自由ではなく，責任を伴った自

由であるとしても，では自由な行為に際してつねに自分が責任を負うことを決意していさえすれ

ば，その行為は倫理的に善なのであろうか．［③他者の自由の欠落］つまりここで問題にしたいの

は，倫理的に善であるためには，自己創造に際して，自分の自由だけではなく，他人の自由をも

尊重すべきではないのか，ということである．」（同上，125～126頁）

［対話］

私は他者（汝）との《間》において生きる存在である．私も汝も，「間」と言うエレメントにお

いて，生かし生かしめられているのである．人「間」の倫理の存立場は，すなわち，人「間」そ

のものの存立場である他ない．ヘーゲルがあるとき，「存在」に対して，「絶対的活動」を対置さ

せたことを想起すれば（『序説・ヘーゲルとマルクスの思考方法』の「ヘーゲルの「主観的精神」

論」，２頁他），「間」も「存在」ではなく，「活動」である，と言えよう．「間」は静的なものでは
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  ハイデガー　　    　　サルトル�
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非本来的実存　　自由を否定する実存�
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  本来的実存　　　　  自由な実存�



なく，動的なものなのであろう．多かれ少なかれ独我論的な傾きをもつ頭脳には，瑣事と見られ

るのであろうが，「間」は，人間が人間であることの根本条件あるいはエレメントである，と考え

られる．それは，魚にとっての水のようなものである．そうであれば，「間」は，瑣事どころか，

人間の中心部である，と言えよう．さらに，「人間」の中心は，「人間らしさ」の中心でもあろう

*．であるならば，倫理学は，人間の実践理性的思考（思慮分別）の中心部を占めて当然であろう

**，と思われる．（以上は，宇都宮氏が主著の標題を「人間の間と倫理」となぜされたのかについ

ての一断片的考察でもある．）

*「倫理学が問い求めているのは，実はこの「人間らしさ」としての人間性であり，それが人間

のどこに成り立つのか，ということなのである．」（『入門』，19頁）

**「倫理学は，さらに，哲学の一部分であるだけではなく，実は哲学の中枢に位置する学問で

ある，と言うこともできる．なぜなら，ソクラテス以来，哲学の中心課題は，人間はいかに生き

るべきかという問いに答えることにあったと見ることができるからである．われわれはこの問い

に，倫理すなわち道徳を抜きにして答えることはできない．道徳は，人間の行動を支配し，行動

全体からなる人間の生き方をも支配しているからである．」（同上，５頁）

［対話］

サルトルにおける「他者の不在」（「人」を扱っているだけで，「人『間』」を扱ってはいない）

は，当該の論脈において，「他者の自由」に対する尊重・尊敬の軽視あるいは不在として現れる．

（13）

「［『実存主義はヒューマニズムである』におけるサルトルの相互主体的自由論］実はサルトル

の実存主義に対して，このような疑問を投げかけた人も当時いたのであって，そこでサルトルは

この疑問に対し，次のように答えている．なるほど「人間の定義［définition de l’homme］」と

しての自由は，他者に依存してはいない．しかし「われわれは，自由を欲することによって，自

由はまったく他者の自由に依存していることを，また他者の自由はわれわれの自由に依存してい

ることを，発見する［Et en voulant la liberté, nous découvrons qu’elle dépend entièrement de la li-

berté des autres, et que la liberté des autres dépend de la nôtre］」のである．サルトルによれば，サ

ルトルの言う「主体性」は「まったく個人的な主体性［une subjectivié rigoureusement individu-

elle］」ではない．サルトルはそこで『存在と無』で行った人間存在の分析を念頭に置きながら，

「われわれは，コギト［私の思考作用］のうちで，自分自身だけではなく，他者をも発見すること

を証明した［nous avons démontré que dans le cogito, on ne se découvrait pas seulement soi―

même, mais aussi les autres］」と語る．デカルトやカントと違って，「われわれは＜われ思う＞

によって，他者の面前でわれわれ自身を捉える［Par le je pense, ・・・・・・nous nous

atteignons nous―même en face de l’autre］」のである．すなわち「私の内奥の発見は，同時に私を

して，他者を私の面前に置かれた一つの自由として発見させる［la découverte de mon intimité

me découvre en même temps l’autre, comme une liberté posée en face de moi］」のであり，「われわ

れはそこでただちに，われわれが相互主体性とよぶ一つの世界を発見する［découvrons―nous

tout de suite un monde que nous appellerons l’intersubjectivité］」のである．これが『実存主義とは

何か』でのサルトルの見解であって，つまり自己の自由とともにすでに他者の自由が発見されて
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いるのであるから，私は自己の自由な創造に際しても，他者の自由を認め，それを尊重しなけれ

ばならない．その意味で，他者の自由は，すでに自己の自由な選択の条件のうちに含まれている

とされるのである．」（同上，126～127頁）

（14）

「［『存在と無』におけるサルトルの独我論的自由論・他人は地獄］だがしかし，『存在と無』で

の分析は，はたしてこのこと［相互主体性］を示しているであろうか．『存在と無』は「対他（le

Pour―autrui）」という篇を設け，そこで自己と他者の関係を詳しく分析しているが，その分析の

成果だけに注目すると，自己の自由と他者の自由とは，実は両立不可能とされているのである．

サルトルは，ここで哲学に伝統的な主観＝客観という図式を採用し，それに基づいて自他の関係

を分析するが，それによると，主観＝自己は，自他の相互関係の場で他者の自由を否定し，他者

を客観としての他者，すなわち客観＝他者に閉じ込めようとするし，他者は他者で，自由な主観＝

他者として，私を客観＝自己というものに閉じ込めてしまおうとする．「かくしてわれわれは，際

限もなく，客観＝他者から主観＝他者へ，また主観＝他者から客観＝他者へと差し向けられる．

この運行は，決してやむことはない．他者に対するわれわれの関係を構成しているのは，突然の

方向転換を伴うこの運行である．いついかなるときにわれわれを観察しても，われわれは必ずこ

れら二つの態度の何れかのうちにある．――しかしそのいずれの態度にも不満なのである［Ain-

sisommes―nous renvoyé inéfiniment de l’Autre―objet à l’Autre―sujet et réciproquemen； la

course ne s’arretête jamais et c’est cette course, avec ses inversions brusques de direction, qui constitue

notre relation à Autrui. A quelque moment que l’on nous cncidère nous sommens dans l’une ou l’autrel

ou l’autre de ces attitudes――insatisfaits de l’une comme de l’autre；］」だが不満であるにしても，

自他の人間関係は，相手の自由を奪い，相手を自分の客観にしてしまおうと，不断の闘争関係で

しかない．サルトルがしばしば口にするように「他人は地獄」なのである．」（同上，127頁）

（15）

「［サルトルの孤独な自己創造は倫理的に善いと言えるか］自他の関係がこのように永遠の相克

関係でしかないとすると，サルトルが『実存主義とは何か』で語っているような，自己と他者が

それぞれ主観もしくは主体として互いに他を認めあう「相互主体性」の世界は，成立不可能であ

ろう．他者の自由を認めると言っても，『存在と無』での分析によると，それは自己が客観＝自己

となって他者を主観＝他者と認めることであり，その場合には自己の自由は否定されてしまうこ

とになる．とすれば，サルトルの言う自己創造も，結局は孤独な自己による孤独な自己の創造に

とどまらざるをえないであろう．それがはたして，倫理的に善であろうか．」（同上，127～128頁）

［対話］

以上のように，他者の存在を承認する，と言っても，サルトルの場合，『実存主義とはヒューマ

ニズムである』における「相互主体性」と『存在と無』における「相互相克」には正反対のよう

な違いがある．『存在と無』が絶版になっているようでもない限り，この著作をサルトルの主著と

見なすことは，正当であろう．そうであるとすれば，サルトルの相互主体性は「相互相克」とし

ての「相互主体性」である，と結論づけるしかあるまい．簡単に言えば，サルトルにおいては，

「他者の不在」が根本精神となるのである．
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（16）

「［ハイデッガーにおける自他の相互関係］では，ハイデッガーは，自他の相互関係をどのよう

に捉えているのであろうか．『存在と時間』によると，手許にある道具が自己の「配慮（Besor-

gen）」の対象となるように，他者もまた自己の「顧慮（Fürsorge）」の対象となる．他者に対す

る顧慮には両極端があって，その一つは，他者に尽力し他者の配慮を自らの配慮として引き受け，

それによって他者を支配するといった顧慮であり，いま一つは，実存の在り方について他者に手

本を示し，他者をして彼自身の本来的な実存へと解放するといった顧慮である．日常の自他の相

互関係は，この「尽力し，支配する顧慮」と「手本を示し解放する顧慮」との間にあってさまざ

まな形を示すが，他方そこには，互いに素通りしたり，「顧慮の欠如様態」も見いだされる．と言

うよりは，むしろこうした「欠如とか無関心の様態こそが，日常的で平均的な相互存在を性格づ

けている［Diese Seinsmodi zeigen wieder den Charakter der Unauffälligkeit Selbstverständlich-

keit, der dem alltäglichen innerweltlichen Mitdasein］」のである．さらにまた，日常性において

は，他者と自己の違いが気になることがあるが，それは自己と他者の区別を均すためであったり，

自分の遅れを取り戻すためであったり，他者に優先して相手を押さえつけたりするためにである．

つまりこれらは一括して，非本来的な実存が他者に対して払う顧慮の在り方だと言えるであろう．」

（同上，128頁）

（17）

「［単独化された本来的実存の顧慮］一方，ハイデッガーは，先にあげた顧慮の二つの積極的様

態のうち，「手本を示し解放する顧慮」の方を，本来的実存にふさわしい顧慮の在り方と考える．

本来的に実存するのは，単独化された自己であるが，しかしこの単独化は，「現存在を宙に浮いた

自我へと孤立化する［isoliert es nicht auf ein freischwebendes Ich］」のではない．自己は決意性の

うちにあって，手本を示し解放する顧慮を通じて，「共存在している他者たちを彼らのもっとも固

有な存在可能において＜存在＞させる［die mitseienden Anderen》sein《zu lassen in ihrem

eigensten Seinkönnen］」のであり，そうした形で，「他者の＜良心＞となる［zum》Gewissen

《der Anderen werden］」ことができる．つまり「決意性という本来的な自己存在から，はじめ

て本来的な相互関係が発現する［Aus dem eigentlichen Selbst der Entschlossen entspringt

allererst das eigentliche Miteinander］のである．

配慮・・・手許にあるある道具

（Besorgen） 尽力し支配する顧慮

顧慮・・・他者

（Fürsorge） 手本を示し解放する顧慮

（18）

「［サルトルとハイデガーにおける他者の不在］ハイデッガーはこのように語るが，しかしサル

トルの場合に，自己の自由な創造がなぜ他者の自由を条件としなければならないかが明らかでな

いように，ハイデッガーの場合も，単独化された自己が他者に対してなぜこのような顧慮を払う

ようになるのかは明らかでない．また他者に対する本来的顧慮は，別段自己が本来的に実現しう

るための条件として考えられているわけでもない．そうだとすれば，ハイデッガーの場合にも，

単独化された本来的実存は，ハイデッガーの言明にもかかわらず，やはり孤独な実存にとどまら
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ざるをえないのではなかろうか．サルトルの自由な自己創造と同じように，こうした本来的な実

存の在り方がただちに倫理的に善と言えるかどうかということも，問題として残るであろう．

［対話］

他者の不在．これが，実存主義の標識である．つまり，かれらは，「人間らしさ」を他者との関

係から切り離された自己の中に求めざるを得ないであろう．それゆえ，かれらは「人」の考察に

は長けている．われわれは，人「間」を「人と人との間」と捉えるのであるがゆえに，実存主義

は，その意味で，宝物と言えよう．
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