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アーレントをアーレント的に読むことの可能性

新井　直明 
（堤林研究会 4 年）
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はじめに

本論文は、政治哲学者ハンナ・アーレント（1906-1975）の思想を扱う。表題と

して掲げた「アーレントをアーレント的に読むこと」とはすなわち、「アーレン

トの著作を批判的に吟味し、書き留め」ている私たちの学問的営為について考え

るために、「行為者の行いを批判的に吟味し、書き留めること」についてのアー

レントの論考を読むということである。その可能性を問うことで、アーレントの

テクストを新たな側面から捉えることができると同時に、私たちがテクストを読
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んで考え、そして論文を書く、ということについての考察をそこから引き出せる

と私は思っている。

第Ⅰ章では、本論文と拙稿「『一般意志2.0』と東浩紀の問題意識」との問題意

識の連続性を示す。後者の内容については、本論文と関係がある部分に限ってこ

の章の中で要約して再現した。第Ⅱ章では、近代の公共性に対するアーレントの

「要求の高さ」を見る。その乗り越え策としての、アーレントその人の経験を考

察に入れる「実人生アプローチ」の意義についても私は確認する。第Ⅲ章では、

ハイデガーの〈孤独〉論と、アーレントの〈孤独〉論や人間関係論との比較を行

い、最晩年のアーレントの思想が展開された『カント政治哲学講義録』（以下、

カント講義）に考察を進めるための準備をする。それを踏まえて第Ⅳ章では、アー

レントのカント講義から演劇の比喩を借用し、次章のための枠組みを組み立てる。

そして第Ⅴ章では、私が問題とする「アーレントをアーレント的に読むこと」に

ついて考察を推し進める。本論文で私が主に論じたかったことはこの第Ⅴ章に集

中している。ただし、それに先行するⅠ～Ⅳ章は、Ⅴ章での議論を異なる形で先

取りしていることがある。

本題に入る前に、アーレントの思想の中心概念である〈行為〉についてふれて

おきたい。アーレントは、主著である『人間の条件』（初出1958年）1）などにおいて、

人間の〈活動的生〉を三類型に分けて論じた。〈労働 labor, Arbeit〉〈制作 work, 

Herstellen〉〈行為 action, Handeln〉である。本論文はその中でも特に、〈制作〉

と〈行為〉の概念を取り扱う。ある目的をもって永遠に残るものを作ることが〈制

作〉なのに対して、目的もなく、何も残すことのない営みが〈行為〉である。予

測がつかないという〈行為〉の性質に一定の危険さを認めながらも2）、アーレン

トはその重要性を強調する。〈行為〉は、複数の人々に見られることを必要とし、

現れの空間を出現させるという点で、真に政治的かつ人間的であるとアーレント

は論じている。

最後に、不十分ながら私が参照した先行研究と、本論文の目的との違いについ

て述べる。本論文は、アーレントの解釈者でもあるハーバーマスが標榜するよう

な、公共圏の復権そのものを論じるわけではない。これは第Ⅱ章で私が用いる喩

えだが、「アーレントと同じ方を向く」ことに問題意識はない。では、「アーレン

トの方を向く」、すなわちアーレントの実人生と思想形成の関連を扱う手法はど

うか？　アーレントについての単なるゴシップは別として、こうしたアプローチ

には確かな意義がある。しかし、私が注目するのは、本章冒頭の繰り返しになる
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が、アーレントの生涯と思想を読んで論じるという学問的営為それ自体である。

また、考察が進んだ第Ⅳ章で重要になるのは、アーレントの普遍主義と、自分だ

けが洞窟の中の見せかけの世界を抜け出せたと思っている哲学者の特権意識に対

する彼女の批判である。そのため私は、アーレントをエリート主義者だとするよ

うな見方3）には与しない。また私は、書くということを判断という〈精神的生〉

としても、行為という〈活動的生〉としても捉える。そのため、アーレントのテ

クストの中で二つの生を対立させるような論じ方にも賛成しない。このように書

くということを考える以上、セイラ・ベンハビブの〈物語り〉論は大いに参考に

なった。しかし、書くということの政治的意義を問うベンハビブの姿勢は、結果

として私のそれとは一致しない。これはアーレントとハイデガーを比較するデー

ナ・ヴィラについても同じことがいえる。ヴィラは、アーレントを通じて公共圏

の復権そのものを論じる論者に批判的であり、私もその姿勢に負うところが大き

い。ヴィラはアーレントとハイデガーの近代批判の比較に向かうのだが、しかし

彼は両者の学問批判にまで深く立ち入って論じることはない。私はその学問批判

に立ち入り、書くという学問的営為についてのアーレント的説明を探る。ゆえに

本論文は、アーレントの業績を一種の解釈学として捉える試みである。リチャー

ド・バーンスタインは解釈学とアーレント研究との両分野にまたがっているが、

彼はアーレントを論じる際には「実践と政治の領域」に歩を進めてしまっていて、

アーレント思想の中の「学問論」的部分に光を当てていない。4）この意味で、私

の目的はバーンスタインの探究を補うことでもある。それは決して彼女の政治思

想を象牙の塔の内部に限定し、矮小化することを意味しない。むしろそれは、学

問の政治性を理解する試みの一環だと私は思っている。

Ⅰ　〈遺産〉の解釈と公的な賞賛

私は以前、文献の解釈や知識人の公的活動について東浩紀が表明していた見解

の問題点を、彼の著書を通して指摘した。5）本章で私は、東浩紀と、本論文が主

題とするアーレントについて、著作の内容についてではなく書き手としての性質

を比較する。両者の活動には、見かけ上の共通点がある。それは、たとえばルソー

のような古典的思想家の著作を現代的な問題意識に基づいて解釈し、それぞれ知

識人として公的な場に登場しているという点だ。

現代的な問題意識に基づいて古典を解釈するとは、いかなる知的営為なのだろ
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うか。アーレントは、「私たちの遺産の前には、神とのどんな契約〔＝遺言〕も

存在しない」（Notre héritage n’est précédé d’aucun testament）6）というルネ・シャー

ルのアフォリズムを好んで引用した。それは『革命について』の終章においては

悲愴な調子で引用されているが、晩年の著作『精神の生活』においては一転して

前向きな調子で引用されている。

　我々は、伝統に束縛も指導も受けることなしに新しい目で過去を見ること

が許されるし、生の経験という巨大な富について、その宝をどうすべきかと

いう指示に拘束されないで取り扱うことができる。「我
マ

々に
マ

は何の遺言書も

なしに過去から受け継がれてきた」7）

また、公的な場への登場という文脈で思い出されるのは、卓越と賞賛をめぐる

アーレント自身による言及だ。8）その点についてのジュディス・シュクラーのコ

メント9）は、ヒーローインとしてのアーレントの卓越を手放しで賞賛せぬよう戒

めているように読める。私たちは、アーレントがそうしたのと同様に、アーレン

トの〈遺産〉をただありがたがるのではなく、批判的に吟味し、論文に書き留め

なければならない。では学問とは何か？　書くとは何を意味するのか？

〈遺産〉の自由な取扱いと公的な賞賛という点で、アーレントと、既に私が論

じた東浩紀のような著述家とは共通している、と述べた。いささか比較が恣意的

かもしれないが、しかしながら上に挙げた問いそのものについてのヒントをより

豊富に提供しているのは前者の方である。そのため、公共圏や公共性を直接論じ

ることは当面の目的ではない。この点で、私はヴィラのアーレント研究（次章の

冒頭で参照する）が採るアプローチに同意する。

Ⅱ　「実人生アプローチ」の意義

アーレントが論ずる公共性は、もはや、そしてまだ存在しないものである。こ

のことは、彼女の著作からもわかる。「世界は、人間によって住まわれ、人間に

よって絶え間なく論じ合われなければ、無縁な物の一かたまり以上のものではな

くなってしまうだろう」10）ハーバーマスはアーレントに対して「公共性の概念に

関して要求されるところが高すぎる」11）との苦言を呈しているが、ヴィラにいわ

せれば、「ハーバーマス系の人々や共同体論者や参加民主主義論者の誤りは、こ
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ういう世界についての感覚に代わりうるものが今日でもあると考えていることで

ある。アレントには、そういう幻想はない」12）しかし、アーレントには現実に公

共圏を再興しようとするつもりがないからといって、古代ギリシャ＝ローマへの

懐古趣味にふけっていたわけでもない。「政治的なものが衰退し、政治的なもの

が社会全体に拡散するのが見られた時代に、政治的なものの特質を考えようとし

たアレントの粘り強い努力はアナクロニズムどころではない」13）。では、どのよ

うな点でアーレントの思想が問題になっているのだろうか？　まずは、アーレン

トその人の議論の流れを確認する。

アーレントはアメリカ亡命の前後にかけて、18⊖ ₉ 世紀にベルリンでサロンを

開いたユダヤ人女性、ラーエル・ファルンハーゲンの伝記を書いている。サロン

とは、国家と親密圏との中間に出現した公共圏であり、政治とは区別される社会

の発展がその出現の前提となっている。14）プロイセンにおける社会の発展に基づ

いて、こうした公共圏は歴史上実在したのである。

しかし、ここにジレンマがある。言論と行為を現すことのできる公共性の復権

への期待をアーレントが仄めかしていたことは既に述べた。だが一方で、アーレ

ントは社会の発展に対して否定的な見解を示しているのである。社会の発展、

アーレント流にいうなら政治の社会化によって、公的なものの空間に終わりなき

生命プロセスが持ち込まれ、個性的な行為は単なる画一的な振る舞いに、卓越は

単なる虚栄になってしまったと彼女はいう。15）アーレントが評価する公共圏は一

応確かに存在した。しかし、それはアーレントが評価しない〈社会〉的なるもの

の発展に基づいていたのである。

ベンハビブはこのジレンマに注目する。16）彼女の分類によると、アーレントの

著作における〈社会〉という語には、三つの主要な意味があるという。一つ目は

市場経済という意味。二つ目は、その拡大によって生じる大衆社会という意味。

そして三つ目は、社会性、すなわち市民社会において生活を営む能力という意味

だ。特にこの三つ目の意味でラーエル伝に描かれていた〈社会〉における平等と

差異との対立、弁証法が、『人間の条件』では悲観的な調子で隠されている、と

彼女は指摘する。同化、すなわちキリスト教徒の男性と結婚すること、ドイツ的

教養を身につけること―によってラーエルは自身のユダヤ性から完全に脱却し、

ドイツ文化の平等性に融けこもうとした。その一方で彼女は、サロン「道徳会」

において名声を確立した。このように、ラーエル伝に描かれたサロンには、平等

と差異との弁証法があったのである。ところが『人間の条件』の記述においては、
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ラーエルの生きた近代全体が批判の対象になっていて、上のような緊張が目立た

ないのだ。

だがベンハビブが補足していうように17）、ラーエル伝でのアーレントの問題意

識は、後年の著作にも跡を残している。たとえば『人間の条件』のドイツ語版『活

動的生』においては、「対立」や「弁証法」というほどではないものの、よき平

等と悪しき平等との区別が示されている。そこで、よき平等の例として参照され

たのは、現代からも18⊖ ₉ 世紀のベルリンからもかけ離れた、古代ギリシャだった。

　ポリスの内部でのこの同等 Gleichheitは、たしかに、われわれのイメージ

する平等 Egalitätとは、ほとんど共通性をもたない。同等とは、自分と同等

なものとのみ係わりをもつことを意味したし、それゆえ「同等でない者たち」

の存在を、自明なこととして前提していた。なにしろ実際、この「同等でな

い者たち」は、いつも都市国家の人口の多数を占めていた。同等は、近代に

なると、正義の要求である平等をつねに意味することになるが、古代におい

ては逆に、自由の真の本質をなすものだった。18）

ではアーレントの著作において、ベルリンのサロンから古代ギリシャのポリス

への、いわば Egalitätから Gleichheitへの考察対象の移行は、なぜ生じたのだろ

うか？　近代的平等 Egalitätをアーレントが貶める理由について、リチャード・

ウォーリンは以下のような憶測を挙げている。すなわちそれは、ラーエルがフィ

ンケンシュタイン伯爵との結婚に失敗したように、アーレントが師ハイデガーと

の恋愛関係を断念したことに関係があるというのだ。

　ファルンハーゲンにとってこれらの〔ドイツ文化への〕幻想は、フィンケ

ンシュタインとの別れの余波のなかでくずれさってしまった。アーレントに

とってはそれは、ドイツの反ユダヤ主義の高まる潮流のただなかでハイデ

ガーに捨てられたあとに破綻することになった。これらの二つの状況―一

方はきわめて個人的な、他方は政治的な状況―は、かならずやアーレント

の心のなかで腹だたしくもひとつに重なったにちがいない。19）

単なるゴシップとの違いは紙一重だが、知ってか知らないでか R.ウォーリン

の指摘は、ユダヤ人としてのアーレントの経験と考察の結びつきに関する重要な
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示唆を含んではいる。歴史的に実在したベルリンのサロンは、ナポレオンの擡頭

に伴うドイツ愛国主義の高揚の中で自然消滅した。20）アーレントの経験はより深

刻だった。新型の反ユダヤ主義と、それにつづく全体主義とが擡頭する中、ユダ

ヤ人が同化によって〈成り上がり者 parvenu〉になる望みはもはやなかった。ハ

イデガーがナチスに入党し、大学総長の座に就いた頃のことである。そこでアー

レントは、ユダヤ人であることを個人的な問題として清算しようとする〈成り上

がり者〉としてではなく、ユダヤ人であることをむしろ政治的な問題として引き

受ける、いわば〈のけ者 pariah〉として生きることを決意したのである。21）

以上、様々な論者たちが問題にしてきたアーレント思想の背景には、このよう

な経験と思索があったのである。たとえば〈平等〉の概念一つを取ってもわかる

ような彼女の思想の難しさは、現代の公共性を考える上での難しさでもあり、

アーレント研究における難しさでもある、と私は考えている。ここで示した二つ

の構えの違いを喩えていうなら、アーレントと同じ方を向くか、アーレントの方

を向くかの違いである。アーレントと同じ方を向く、つまり公共性を論じる時に

はアーレントの考え方にやや批判的なハーバーマスだが、そのような「ハンナ・

アーレント論」を書いている以上、彼は特定の人物を論じること自体については

やぶさかではないだろう。22）思想史研究の方法論としてクエンティン・スキナー

が主張するように、考察はテクストそれ自体以外の要素も取り入れなければなら

ない。23）

アーレントの生涯（哲学的にいうなら、経験）を考慮に入れるこの研究方法を、

「実人生アプローチ」と名づけよう。このアプローチは以上の点で意義があるも

のである。

加えて、以下のことを強調しておきたい。本章で「実人生アプローチ」の意義

を明らかにする中で私は、アーレントが目を向けていたもの、アーレントその人、

そして私たち、という三要素を用いた。この考え方は第Ⅴ章で再び用いられる。

しかしその前には彼女のカント講義の問題系が明らかにされる必要があり（第Ⅳ

章）、更にその前には彼女の〈孤独〉論と人間関係論が参照されなければならな

い（次章）。
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Ⅲ　〈孤独〉論と人間関係論

1　ハイデガーの〈孤独〉論とアドルノからの批判

ハイデガーの『存在と時間』が持つ大衆蔑視的な性格はよく知られている。〈日

常性〉における〈非本来的〉な〈現存在〉すなわち人間は、〈お喋り〉と〈好奇心〉

と〈曖昧さ〉というあり方で存在している、と彼は嫌味まじりに分析する。そし

て、こうしたあり方がよしとされるのが公共性 Öffentlichkeitだと彼はいう。24）

しかし、ことは単純ではない。なぜならハイデガーは、自分はこうした現存在の

〈頽落〉状態を決して否定的な意味で述べているのではない、と繰り返し強調し

ているからである。彼によると、〈頽落〉もまた世界における現存在の開示のあ

り方なのであって、誤った、堕落したあり方などではないというのだ。だがアー

レントはこの点をも踏まえつつ、第二次世界大戦の終結後すぐに、かつての師ハ

イデガーに対する批判を行った。25）現存在は、世界の中に頽落していながらも、

他者に肩代わりしてもらうことのできない自己の死を先駆的に覚悟する、と『存

在と時間』は説く。アーレントがいうには、これは人間の絶対的な孤立である。

このような孤立の中に〈民族〉や〈大地〉といった概念が持ち込まれたところで、

「人間に残されるのはただ、原子化された自己たちにそれらの本性には本質的に

疎遠な共通の基盤を提供する機械的な和解だけである」26）。

以下において私は、ハイデガーのその〈孤独〉論を参照する。

　孤独でいることは、共同存在の欠如的様態であって、それが可能であると

いうことが、すでに共同存在を証拠だてている。だからその反面、事実上孤

独でいるありさまは、人間の第二標本が私の「そばに」出現すれば、あるい

はそれが十人になれば、取りのぞかれるというものではない。こういうもの

が十人存在しようが、もっと多く存在しようが、現存在はなお孤独でいると

いうことがある。27）

これは前に見た公共圏の超場所性とも関連することだが、共同存在（Mitsein、

共にあること）とは、実際に何人の人間と共にいるかということとは関係ない。

人間が事実上一人でいて、孤独である時でも、その場にいない他の人々を彼がそ

れとなく気遣うことになる点で、その人はなお共同存在なのである。反対に、他
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の人々のただ中にいようとも、ハイデガーにいわせればその人は〈孤独〉であり

えるのだ。

ハイデガーは、大学総長を退任してナチスとの距離を取り始めた時期に、孤独

を肯定的な意味で用いた以下のコメンタリーを残している。そこで彼は、田園に

住む農夫の〈孤独〉をノスタルジックに賛美している。

　都会人はしばしば山々の農夫の間での長く単調な独居に驚かされる。だが

しかしそれは独居〔Alleinsein〕では少しもなく、孤独〔Einsamkeit〕というこ

となのである。大都会で人間は、他のいかなるところでもないほどたやすく、

一人であることができる。けれども彼はそこでは決して孤独ではありえない

のだ。というのは孤独は、根源的な力をもっているからであって、この力は、

われわれをばらばらにしてしまうのではなく、現存全体をいっさいの事物の

本質の間近に解き放つのである。28）

アドルノは、『本来性という隠語　ドイツ的なイデオロギーについて』におい

て、上のコメンタリーを含むハイデガーのテクストを仔細にわたって批判した。

たとえばハイデガーの Alleinseinと Einsamkeitとの区別についてもアドルノは

冷めており、「この区別が内容上どうであれ、ハイデガーが証人として引き合い

に出す言語は、彼の主張に反して、この区別を支持しない」29）といった調子であ

る。要するに、「どちらも同じではないか」ということだ。ハイデガーはしばしば、

人々が〈つねにすでに〉使っている日常語の深い意味に―ドイツ語圏の読者が

〈つねにすでに〉わかっているはずのその深い意味に―注意を促しながら分析

を進める。だがアドルノにいわせれば、それは疑似科学的で恣意的な隠語の、専

門用語の、ハイデガー語の濫造なのである。

同時にアドルノは、農夫の〈孤独 Einsamkeit〉を賞賛するハイデガーのノス

タルジーを批判してもいる。「冬の深夜、ヒュッテのまわりを突き上げるように

狂暴な吹雪が荒れ狂い、いっさいが蔽い隠される時、そうした時こそが哲学の至

高の時なのだ。その時こそ哲学の問いは、端的〔＝単純〕かつ本質的となるに違

いない」30）というハイデガーの一言に対してアドルノは、こう応じる。「問いが

本質的であるか否かは、せいぜいその解答によって判断するほかあるまい。それ

を先取り的に判断することなど不可能である。まして、気象を手本とした〈単純

さ〉の尺度によってはなおさらである。この〈単純さ〉は、真理についても虚偽
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についても何も語っていないに等しい。〔……〕ハイデガーは、本質的内容とアッ

トホームなひそひそ話の間に予定調和を想定するのである」31）

また、「哲学という仕事は奇人の不自然な営為として行なわれるものではない。

それは農夫たちの仕事とまったく同じものである」32）とハイデガーはいう。それ

にアドルノはこう切り返す。「むしろこの響きは、哲学者は知識人ではないのか、

という疑念を麻痺させることとなる」「農民たちはこれをどう考えるのか、―

少なくともこれを聞いてみたいものである」33）ここでアドルノは、「哲学は奇人

だけのすることではない」という、一見すると低姿勢なハイデガーの発言を、口

先だけの不誠実な言辞だと暴いているのである。確かに上に挙げたハイデガーの

コメンタリーを読む限り、近所の農民に自分のことを「教授様」と呼ばせて悦に

入っている優雅な隠遯者の姿を思い描けなくもない。ただし、もちろんアドルノ

はそうした単なる印象論でハイデガーを批判しているのではなく、〈現存在〉（≒

人間）の本来性と非本来性とを区別する『存在と時間』の内容を踏まえた上で、

引用と諷刺とを行っているのである。

2　アーレントの〈孤独〉論

ではここで、アーレントの〈孤独〉論を参照してみよう。そこでは、ハイデガー

のそれとの微妙な違いがある。

〈孤独〉についてのアーレント流の定義がまず現れたのは『全体主義の起源』

においてである。そこで彼女は「すべて孤独というものには Verlassenheit〔見捨

てられていること。英語では loneliness〕に転化する危険があり、同様にすべての

Verlassenheitには孤独になる可能性があるにもかかわらず、Verlassenheitと孤

独 Einsamkeit〔solitude〕は同じものではない」34）と書いている。アーレントの語

法によると、〈見捨てられていること〉に比べて〈孤独〉はさほど問題ではない。

孤独な思考において、自己は分裂している。この分裂した自己を「一者」として

認め、話しかけてくれる、そうした他の人々と共にあることで、人は世界のなか

に安らぐことができるのである。人がそうした扱いを受けない状態こそが本当に

危険な政治体制なのであって、孤独であること、分裂した自己〈一者の中の二者

the two-in-one〉を抱えていること、それ自体は万人の精神生活にありうること

であり、むしろ、なくてはならない、というのがアーレントの考えである。

アーレントは同じ文脈の下、後年になって行われたあるスピーチにおいて、〈内

的亡命〉と彼女がいうところの、ナチス体制下の人々の沈黙について、こう言及
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している。

　「内的亡命」、世界から隠れ場所への逃避、公的生活から匿名的な生活への

逃避が〔……〕正当な態度ではなかったとか、多くの場合にそれが唯一の可

能な態度であったとか主張するつもりはまったくありません。〔……〕人々

がこうした方向を選択するとき、私的生活もまた、たとえ無力であろうとも

無意味ではない現実性を保持できるのです。ただ、こうした現実の実在性は

まったく私的なノートのなかには存在せず、こうした私的領域それ自体から

生ずるものではないこと、それはかれらが逃亡してきた世界に帰属するとい
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

うこと
4 4 4

を認識することは人々にとって重要です。かれらは自分たちが不断の

逃亡の途上にあること、そして世界の現実は実際にはかれらの逃亡に示され
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ていること
4 4 4 4 4

を忘れてはなりません。35）

たとえ人間が実際に一人でいる時でも、その人はその場にいない他の人々を気

遣っている、というハイデガーの〈共同存在〉概念を、アーレントは逆手取りし

ている。心の中に退避せざるをえない政治体制においても、人は世界とのつなが

りを失っていない、と彼女は一貫していうのである。これは具体的にどういうこ

とか？

私は既に、『精神の生活』における〈遺産〉、すなわち伝統の取り扱いについて

の話を引用した。〈遺産〉に〈遺言〉がないということは、アーレントにとって、

「形而上学と哲学が消滅した後の我々の状況で有利なこと」36）のうちの一つであ

る。彼女は他にもう一つの「有利なこと」を挙げている。それは、思考の世界に

親しむ少数の哲学者とそうでない多数者とを区別する伝統的な捉え方が、今や通

用しなくなった、ということである。つまり、西洋の伝統が置いていった〈遺産〉

を自由に取り扱う権利は、今や少数の哲学者ではなく全ての人が有しているとい

うのである。37）アーレントは同じ箇所で、以下のようなことを述べている。

　思考が欠如していることが愚かだというのではない。思考の欠如はきわめ

て知的な人びとにも見いだされるし、邪悪な心はその原因ではない。たぶん、

反対なのであって、悪は思考の欠如によって引き起こされるのだろう。いず

れにせよ、思考が高等数学のように専門分野の独占物だといった具合に、「専

門家」に任せておけばよいものではない。38）
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アーレントによると、少数の特権的な哲学者だけが考えることができる、とい

う古来の図式は、歴史的に正統ではない。「事実としていえるのは、多数者が哲

学者に対して自分の側からはっきりと戦争を仕掛けたという証拠はほとんどない

ということである」39）。考えることは誰にでもできるはずなのに、〈哲学者〉たち

は、自分たちとは異なる多数者から敵視されている、という被害妄想を古来から

抱いてきた。アーレントによれば、このことは皮肉にも、考えることがもたらす

経験そのものに由来するという。忘れてはならないのは、哲学者もまた「そこら

へんの普通の人間 a man like you and me」だということである。現れの世界から

退きこもることで得られた哲学的洞察と、人間として持っている常識（common 

sense、共通感覚）とが精神的生において内輪争いを繰り広げた時、哲学者は自分

が敵視されているのではないかと勘違いしたのである。40）

心の中への退避は世界とのつながりの断絶を意味しない、これはどういうこと

か？　という問いを、私はこの節で立てた。現時点で、私はこの問いに答えるこ

とができる。人間である以上、考えることは誰にでもできる。その限りで、考え

る人間は他の人々と共に世界を形作っている、というのがその答えだ。アーレン

トの〈孤独〉論におけるこの主張は、人間の精神生活の普遍性をめぐる主張、す

なわち〈哲学者〉の特権意識に対する否定と陸続きになっているということを強

調しておく。

3　アーレントの支持する人間関係と〈愛〉の概念

『本来性という隠語』においてアドルノはアーレントに言及してはいないが、

前々節で挙げた彼のハイデガー批判は、そのままアーレントに向けても当てはめ

ることができる。〈孤独〉についての執拗な分析、特別な意味合いを含ませた〈隠

語〉の多用、そして何より私が重視したい両者の共通点は、「哲学は奇人だけの

することではない」という問題意識を持ち、人間全体の生を哲学的に捉え直そう

としていた点である。41）しかし両者を単純に同一視するわけにはいかない。アー

レントもまたハイデガーの言行不一致を批判したからだ。更に、彼女の場合はア

ドルノとは異なり、より普遍的な人間関係の可能性を探っていくことになる。42）

では、アーレントはどのようにして独自の人間関係論を展開していったのか？　

以下、その思索の歩みをなぞっていく。

アーレントのいう公共性は、〈人間〉とは何かという問いと不可分である。近

代社会が推し進めるような全面的な平等とは異なり、同等でない者たちの存在が
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自明な同等性にこそ自由がある、と彼女は述べた。前節で挙げたスピーチでは、

彼女はその〈人間性〉を〈友情〉といい換えてもいた。「周知のように、古代人

は友人を人間生活に不可欠のものと考え、実際友人を持たない人生は生きるに値

しないと考えていました」43）。

ただし、ここで説明される友情とは、共通の話題についての対話に基づく公的

なものであって、私的なものではない。

　われわれは友情を単に親密さの一現象としてみることに慣れてきています。

友人たちはこの親密さのなかで世間やその要求に悩まされることなく、相互

に胸のうちを明しあうというわけです。こうした考え方の最良の唱道者は

レッシングではなくルソーですが、それはまた現代の個人がもつ基本的態度

にもよくあてはまります。世界から疎外されている現代の個人は、ただプラ

イヴァシーのなかで、そして顔つき合せた出会いという親密さのなかでしか

真に自分を表わすことはできません。その結果、われわれは友情の持つ政治

的妥当性を理解することが困難となります。44）

かといって、『想像の共同体』の表現を借りていうならば「その大多数の同胞

を知ることも、会うことも、あるいはかれらについて聞くこともなく、それでい

てなお、ひとりひとりの心の中には、共同の聖
コミュニオン

餐のイメージが生きている」45）よ

うな、そういった広範な同胞意識をアーレントが支持できたとは思えない。『ア

イヒマン』をめぐってゲルショム・ショーレムと交わされた往復書簡において、

「あなたにはユダヤへの〈愛〉があるのか」という相手の追及にアーレントはこ

う答えている。

　わたしは人生においてなんらかの民族あるいは集団を「愛した」ことは一

度もありません―ドイツ人であれ、フランス人であれ、アメリカ人であれ、

労働者階級であれ、あるいはそのたぐいのなんらかの集団であれ。わたしは

じっさいわたしの友人たち「だけ」を愛するのであり、わたしが知っていて

信じてもいる唯一の種類の愛は個人への愛です。46）

上の一節を一読しただけでは、アーレントの支持した人間関係は、かえって非

常に限定的なように思えてしまう。この箇所は、アーレントの思想の中で異質な
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のである。この箇所も踏まえて、アーレントの思想における公的な人間関係は本

当に普遍的なのか、それとも閉鎖的なのかを考えなければならない。

前節では、アーレントによる哲学者の特権意識への批判を見た。だが、更にこ

こで看過できないのは、シュクラーや R.ウォーリンが投げかけたような「アー

レントもまた特権意識を持っていたのではないか？」という形式の批判47）であ

る。では、はたしてアーレントには差別主義的なところがあったのだろうか？　

アーレントは結局のところ「勝ち組」のユダヤ人なのだろうか？　私としては、

半分は残念ながらその通りであって、半分は違うといいたい。というのも、「公

的な事柄に関心のない人は、自分抜きに決定されることに満足するしかないで

しょう。しかし、どんな人にも機会は与えられなければなりません」48）などと発

言している以上、ある点では彼女の「去る者は追わず」とでもいうべき、ノーブ

ルな政治観を認めざるをえないからだ。しかし、そうといって済むものではない。

いかなる点で彼女は差別主義的でないのかを探る必要がある。手がかりとなるの

は、アーレントが「親密な友人関係を拡張しただけのところに政治的自由はあり

えない」という言明をしていることだ。

　〔……〕政治的自由は、ただ人間の複数性の領域においてのみ可能であり、

この領域は、対としてある二重の〈私と私自身〉が複数の我々へ単純に拡張

されたものではない、という前提の下でのみ可能である。我々が常に我々共

通の世界の変革に従事する〔政治的共同〕活動は、私と私自身との対話の中

でなされる思考という一人だけの仕事に対して、考えられるかぎり鋭く対立

している。49）

一旦、流れを振り返ってみよう。まず、①アーレントがよしとする公的な〈友

情〉を参照し、続いて②「わたしが知っていて信じてもいる唯一の種類の愛は個

人への愛です」という遠回しのユダヤ・ナショナリズム批判を対置した。③そし

て、〈私と私自身〉、いい換えれば〈一者の中の二者〉の対話を外に拡大しただけ

のところに政治はありえない、という主張を参照した。こうしたアーレントの諸

論考は、望ましい人間関係は開かれているのか閉ざされているのか、〈一者の中

の二者〉の対話が政治的なのかそうでないのか、一見しただけでは混乱している

ように思われる。

既に述べたように、アーレントの思想の中でとりわけ異質に見えるのは②であ
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る。個人への〈愛〉とは私的な親密圏での〈愛〉のことなのだろうか？　そうだ

としたら、それは①③に照らして見ると、反政治的ではなかったか？

この見かけ上の矛盾を解くためには、森川輝一によるアーレントの〈愛〉の概

念の分析が参考になる。50）森川によると、②の文脈における〈愛〉を、他者との、

たとえば同胞民族との同一化として解釈してはならない。そう解釈すると、文脈

上の矛盾が生じてしまうのである。そうではなく、②の文脈における〈愛〉の概

念は、自己とは異なる者として他者を遇することとして解釈される必要がある。

なぜなら、森川の分析によると、アーレントが思い描くコミュニケーションにお

いて、自己と他者とは同一ではなく、あくまでも〈間〉を挟んでいるからなのだ。

「愛は二人を融合させるのではなく『間』を介して言葉を交わし合う関係を生み

出すのであり、この関係性こそアーレントが『友情』と呼ぶものである」51）。

森川は、同一化に向かおうとする〈愛〉の概念を、ギリシャ的な意味でエロー

スといい換えている。彼はまた、〈間〉を介した〈愛〉については、キリスト教

的な意味でアガペー（隣人愛）といい換えてもいる。アテナイのソクラテスは、

まだ所有するに至っていない知を欲する、エロースの持ち主であった。だからソ

クラテスは、知を求めてもう一人の自分自身と対話し、多くの他者と対話するこ

とを楽しんだ。しかし、たとえソクラテスほどの知者であっても、真の知と同一

化することは誰にも叶わない。知へのエロースは決して成就しないのである。

アーレントの〈愛〉は単なるエロースとは異なるものの、ソクラテスの
4 4 4 4 4 4

エロース

とは共通点を持つ。両者とも、自己と話し相手とを適度に隔てる〈間〉の〈始ま

り〉を前提とするからである。対して、ナザレびとのイエスは、善なるものへの

欲求であるエロースの対象とはなりえないような罪や汚辱に対する肯定、すなわ

ち〈赦し〉を説いた。〈赦し〉とは、他者を完全に承認し、完全な絆で結ばれ合

うこととは異なる。この点でアーレントの〈愛〉は、イエスの教説に照らして解

釈することもできる。ソクラテスとイエスの実践を高く評価するアーレントは、

その思索形成において、プラトンが『国家』で説いたような最善の国家の制作
4 4

で

あるとか、使徒パウロが「ローマの信徒への手紙」で説いたような〈肉〉の否定

と〈霊〉への服従―のような、よりよい目的を未来に設定する制作モデル
4 4 4 4 4

を斥

けるに至った。対してアーレントが強調したのは、刻一刻とこの世界に現れつづ

けている〈間〉の〈始まり〉の重要性であった。

以上が森川の議論である。彼の考察によって、上に挙げた②の主張が帯びてい

る私秘性を否定することができる。アーレントの論じる人間関係は、私秘性では
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なく普遍性を持っているのである。

Ⅳ　カント講義の問題系

1　〈活動的生〉と〈精神的生〉との対立？

直前の節（第Ⅲ章第 3節）で私は、「こうしたアーレントの諸論考は、望ましい

人間関係は開かれているのか閉ざされているのか、〈一者の中の二者〉の対話が

政治的なのかそうでないのか、一見しただけでは混乱しているように思われる」

という二つの問いを立てた。その上で、第一の問いに対して「開かれている」と

いう答えが引き出された。しかし第二の問い、「〈一者の中の二者〉の対話が政治

的なのかそうでないのか」がまだ解決していない。なぜなら、前章第 2節におい

て確認した「人間である以上、考えることは誰にでもできる。その限りで、考え

る人間は他の人々と共に世界を形作っている」というアーレント独自の前向きな

〈孤独〉論と、同章第 3節の中で見た「〈一者の中の二者〉の対話を外に拡大した

だけのところに政治はありえない」という人間関係論とが、まだ矛盾しているよ

うに見えたままだからだ。

アーレントの政治思想としてなじみ深いのは、後者の人間関係論の方だろう。

直前の節で引用した『精神の生活』下巻第16章の一部分には、その考えが端的に

示されている。同時にその一節は、彼女の生涯の師であり友人であったヤスパー

スに対する控えめな批判として書かれた箇所でもある。アーレントは、コミュニ

ケーションの重要性を強調したヤスパースの哲学を高く評価する一方で、そのコ

ミュニケーションの範囲がまだ閉鎖的だという批判を投げかけていた。いわく、

「政治の観点から見たヤスパースの哲学の限界は、政治哲学をその歴史のほとん

どすべてにわたって苦しめてきた問題に本質的に起因する。人間を単数として扱

うのが哲学の本性であるのに対して、政治は、人びとが複数の者として存在する

のでなければ考えることさえできない」52）。

上の矛盾は、森川による考察をもってしても解決には至らない。というのも彼

の考察では、同一化への〈愛〉と、〈間〉を挟んだ〈愛〉との区別こそされてい

るものの、共に後者の〈愛〉のカテゴリーに属する〈一者の中の二者〉における

内なる対話と、複数の人間同士による実際の対話との区別はされていないから

だ。53）

そうかといって、アーレントの〈孤独〉論の方を異質なものだとして切り捨て
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るわけにはいかない。前章第 2節で確認したように、人間の精神生活の普遍性と、

哲学者の特権意識に対する重要な批判がそこには含まれているからである。

ここで「実際の対話」を A、「内なる対話」を B、「普遍的であること」をM、「哲

学者の特権意識への反証であること」を Nとおくと、前章第 2節からここまで

見てきたアーレントの思想の要点は以下のようになる。

・内なる対話は普遍的であり、哲学者の特権意識への反証でもある。（BはMか

つ Nである）

・実際の対話は普遍的であり、哲学者の特権意識への反証でもある。内なる対話

はそうではない。（AはMかつ Nであり、Bではない）

Aとは、いい換えれば〈活動的生 vita activa〉のことであり、Bとは、いい換

えれば〈精神的生 the life of the mind〉のことである。『人間の条件』などでは、

複数の人間の存在を前提とする〈活動的生〉が焦点となった。その一方で、一見

すると人間の「孤独な」営みである〈観照的生 vita contemplativa〉についての考

察は後回しになった。後年、イスラエルでのアイヒマン裁判の傍聴という経験や、

ユダヤ人虐殺という〈根源悪〉をめぐる問題から、『全体主義の起源』執筆時以

来の問題意識に対する新たな啓発を受けて54）、アーレントは約束通りその考察に

向かっていったのだ。55）

カント講義の解説を務めたロナルド・ベイナーにいわせれば、Aと Bとの、

すなわち〈活動的生〉と〈精神的生〉との対立を解くには、〈精神的生〉の中に

政治性を見出さなければならないことになる。そこで、アーレントがカント講義

で探究した判断力論が重要になってくる。ベイナーが述べるように、「そうやっ

て私たちは、アーレントが『精神の生活』を書かざるをえなかった基本的問題の

解決を依然として探究し続けている『判断』の入口に辿り着くのである」56）。

2　アクターと観客との対立？

アーレントがカント講義で探究した内容をここでの論旨に即してまとめると、

以下のようになる。人は、自分自身と調和していて、自分は幸福に値するという

確信（自己関心）を持っていなければ、世界に対する関心を持つことはできない、

とカントは考えていた（第 3講義）。しかしカントは西洋哲学の伝統に反し、自己

とその他単数形の人間Manという図式だけに終始しなかった。彼は、複数形の

人々 menが現れている世界という図式も取り入れていた（第 4講義）。批判的思

考は「孤独な」営みではあるが、公共性、複数性を前提としている（第７講義）。
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この〈拡大された心性〉を可能にする判断力のうち、特に重要なのは〈構想力

imagination〉と〈共通感覚 common sense〉である。人間にはこれが具わってい

るからこそ、とある「美しい花」のような対象そのものを棚上げし、つまり個別

の私的関心を排除し、「花の美しさ」を他の人々に言葉で伝え、論じ合うことが

できる（第10⊖11講義）。こうした能力をはたらかせる時の人々を、アーレントは

観客 spectatorの比喩で捉える。観客たちは、舞台の上での予測もつかない行為

に従事しているアクター57）のことを、没利害的で非党派的なまなざしで眺めて

いることができる。この立場から人々は、フランス革命のような歴史的大事件を

ジャッジすることができるのである（第 8 ⊖ 9講義）。カントは、なるべく多くの

人々がそのジャッジに加われるよう、「小径を大道にする」58）可能性を模索した

（第 5 ⊖ 6講義）。

と、このように、アーレントのカント講義では〈活動的生〉の考察を特徴づけ

る複数性や私的関心の排除といった語彙と、〈精神的生〉の考察を彩る孤独や思

考といった語彙とが混ざり合っている。そして、通奏低音となっているのはやは

り、人間の能力の普遍性および哲学者の特権意識への批判なのである。

このカント講義についてベイナーは、これはアーレントの判断力論がある転換

を遂げた結果であると指摘する。彼の解説によると、1960年代のアーレントの判

断力論は〈活動的生〉の視点からの考察であり、舞台の上に立つアクターの判断

力を論じたものだという。対して1970年代、つまり晩年のアーレントの判断力論

は〈精神的生〉の視点からの考察であり、客席に座る観客の判断力を論じたもの

だという。59）「今や判断は、未来の活動〔……〕の可能なコースを決定する政治的

行為者＝役者（political actors）の熟慮という面から捉えられる代わりに、過去、

所与のものについての反省として定義されるようになる」60）

しかし、これはそれほど重要なシフトなのだろうか？　ベイナーは、アーレン

トの1968年のテクスト「歴史の概念」における物語作家（ホメロスやヘロドトス）

についての論考を、二つの判断力論の過渡期のものとして位置づけている。確認

してみよう。「歴史の概念」の冒頭では、自然の猛威がもたらす忘却の力から英

雄の卓越した行いの記憶を救済し、不死のものとして書き留める物語作家の判断

力が論じられる。彼ら物語作家の普遍主義についての考察もある。「不偏性、そ

してそれとともに真の歴史叙述が世界に登場したのは、ホメロスが、アカイア人

の事蹟のみならずトロイア人の事蹟をも詩にうたい、アキレウスの偉大さだけで

なく〔その敵〕ヘクトルの功績をも讃えようと心に決めたときであった」61）。ここ
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には、行為するアクターと、判断する観客とが揃って登場しており、確かにアー

レントの関心がアクターから観客へとシフトしていた過渡期の論考のようにも読

める。以下に掲げるシェルドン・ウォーリンの要約は、アーレントをある特殊な

観客として位置づけるものとして示唆的だ。

　政治的行為者は追憶されることを希求する。もしそうでなければ彼の努力

は無意味なものとなってしまう。政治的行為者が観衆に期待する所以はまさ

にここにある。観衆とは、追憶の共同体としての性格を有する政治的共同体

のメタファーである。だが、政治的共同体といえども死滅する可能性を免れ

ているわけではない。政治的共同体も、それを記憶する人間がいなければ消

失してしまうのである。あたかも、政治的共同体と政治的行為者の背後に、

物語の語り手、つまり偉大な活動、崇高なことば、純粋な政治の記憶をとど

めておく人間が存在するかのごとくである。それは一人のトゥキュディデス

であり、また一人のハンナ・アーレントでもありうるのだ。62）

私がここで問題としたいのはもちろん、政治的共同体のことではなく、観客も

また〈行為〉しているのではないか、ということである。〈活動的な観客〉とで

もいうべきこの見方を導入することで、ベイナーが強調しているようなアクター

と観客との相克はなくなる。63）S.ウォーリンの示唆に従って、私のこの考えを押

し拡げていうなら、観客もまたアクターであり、ホメロスもヘロドトスもトゥ

キュディデスも、そしてアーレントも、歴史家であると同時にアクター（アクト

レス）、すなわち〈活動的な観客〉だということになる。

実際に彼女は、公的な場で賞賛を受ける自分の人格はあくまでもアクターが観

客の前に姿を見せるための仮面（Persona、人物、人格）に過ぎず、取り替えが利

くものだ、と謙遜まじりにいっている。

　わたしが公的な催しにおいて「公的な人物」として登場することを納得し

たのは、この意味においてです。仮面〔mask〕が割り当てられた催しが終わ

れば、そして仮面をかぶったままで声を響かせるというわたしの個人的な権

利を行使し、乱用することが終われば、物事はふたたびもとの状態に戻るの

です。そうすれば、今は大きな名誉を感じ、深く感謝しているわたしも、世

界という偉大な舞台が用意してくれた役割と仮面を自由にとりかえることが
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できるだけでなく、わたしの裸の「このもの性〔thisness〕」において、その

演劇の場においても自由に移動することができるのです。64）

ベンハビブの問題意識はここまでの私の議論と近いところにある。ラーエルの

サロンには平等と差異との二項対立があった、というベンハビブの議論は第Ⅲ章

第 2節で既に見た。これは19世紀ヨーロッパの国民国家が抱えていた問題である。

『全体主義の起源』での議論によると、その国民国家がかつて保証していた人権

概念は、全体主義の擡頭によって自明のものではなくなってしまった。アーレン

トの〈物語り storytelling〉の試みはそうした中で、因果律に頼ることのない新

たな歴史叙述の構造を模索する試みだったのだ、とベンハビブは論じる。ここで

いう物語＝歴史（Geschichte, history, story）の叙述は、過去の出来事を物として

扱うのではなく、〈赦す〉行いとなる。65）

そこからベンハビブは、こうしたアーレントの叙述の行いから反近代主義的な

近代主義（「不本意な近代主義」）を見て取るのだが、これは私の考察の対象では

ない。私の関心はあくまで「アーレントをアーレント的に読むこと」にある。

Ⅴ　アーレントをアーレント的に読むことの可能性

1　アーレントの〈物語り〉論

私はアーレントその人を〈活動的な観客〉として位置づけた。それを踏まえて

本論文の最終章に当たる本章では、アーレントの〈卓越〉の概念と普遍主義との

関係を分析する。前章第 1節で立てた式に、この卓越（L）という項を加えてい

うなら、私はここで LとM・Nとの関係を分析するのだといってもよい。前章

第 2節でベイナー解説を吟味した時に明らかにしたように、活動的生（A）と精

神的生（B）との「対立」や「シフト」はもはや問題ではない。両者は表裏一体

なのである。

アーレントは〈活動的な観客〉として、過去の哲学者や宗教家、ユダヤ人思想

家や政治家、知識人、更にはアイヒマンといった人物までをも「まるで以前には

誰も考えたことがないかのように」批判し、記録に書き留めた。今や、私たちが

観客になる番である。私たち観客の思考の中で、アーレントは舞台の上のアクト

レスである。そして私たちもまた、それによって〈行為〉しているのである。

ただ、アーレントをアクトレスと位置付けただけでは、第Ⅲ章でその意義を確
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認した「実人生アプローチ」の追認に過ぎない。アーレントその人の実人生をと

あるアクトレスの生涯と捉え、アーレント論に取り込んでいく営みは既に行われ

ているからだ。だが私は、アーレントをそのように論じるという学問的営為その

ものを考察の対象とする。それはどういうことか？　ここに来て、私が既に「は

じめに」で説明した「アーレントをアーレント的に読む」ということの意味を、

新たに獲得した用語で再定式化できるようになった。それはつまり、「アクター

の為した行いを批判的に吟味し、書き留めること」についてのアーレントの論考

と、「〈活動的な観客〉アーレントの為した物語りを批判的に吟味し、書き留め」

ている私たちの学問的営為とを、重ね合わせて論じるということなのである。

しかし、「客席でアーレントが書く」ということを「舞台上でのアーレントの

行為」と見なすことは、「制作モデル」にとらわれた見方ではないのか？　とい

う反論がここで予想される。というのも、目的が設定されておらず、当のアク

ターにも何が起こるか予測できない〈行為〉の能力と、予め目的が設定され、ア

クターの〈行為〉を世界に永遠に残る物に変えるという〈制作〉の能力との違い

こそが、まさに『人間の条件』で論じられる主題の一つだからだ。「〔……〕しか

し行為者によって引き起こされた物語を物語として認識し、物語るのは誰か、と

いえば、当の行為者ではなく、行為にはまったく関与しなかった語り手なのであ

る」66）。ただ、この文脈でアーレントは、人間世界の糸を操る最高存在を歴史の

背後に置きたがる「歴史家（プラトン、アダム＝スミス、ヘーゲル、マルクス……）」

の欲望を批判していることに注意してほしい。ここからはアーレントの著作自体

に頼ることはできないが、プラトン、アダム＝スミス、ヘーゲル、マルクス……

の「書く」営為と、彼女自身の「書く」営為との間に、彼女が差異を設けていた

と推測するのはそう無理なことではないだろう。ベンハビブがいうように、「叙

述、あるいはアーレントの言葉でいうなら、物語ること、これは人間の基本的な

現実態なのである」67）。

では、アーレントの〈物語り〉論に注目することの意義はどこにあるのか？　

その説明を先にしてしまう方がむしろ、アーレントの叙述という〈行為〉を〈制

作〉から満足に区別するのに役立つと私は考える。次節で私は、アーレントの〈物

語り〉論を学問批判として捉え直す。

2　アーレントとハイデガーの学問批判

ヴィラは、アーレントの「近代批判」と『存在と時間』以後のハイデガーが行っ
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た「近代批判」とを比較検討している。68）主に参照されるのは、アーレントにつ

いては『人間の条件』の最終章、ハイデガーについては1938年の論文「世界像の

時代」（『杣径』所収）である。

デカルトの哲学が人間を〈主体 Subjectum〉として解釈したことで、その主体

を取り巻く世界は〈像 Bild〉として捉えられるようになった。同時に、〈考える

我〉、すなわち人間自身に真理の絶対的な根拠が帰せられることになった。その

結果として、人間も含めた世界が認識の手段すなわち単なる材料に成り下がり、

しかも真理の根拠は世界から失われてしまった、というのがハイデガーの議論で

ある。アーレントも、ハイデガーとほぼ同じ形でデカルト哲学以降の近代を『人

間の条件』や『過去と未来の間』などで批判し、これに〈世界喪失〉という用語

を当てる。ただしヴィラが強調するのは、ハイデガーがそうした近代の〈総駆り

立て体制 Ge-stell〉69）を世捨て人のように嫌ったのに対して、アーレントは疎外

を全面否定するのではなく、人間が疎外と共に再び世界に安らぐ可能性を探った

「『適度の疎外』の擁護者」70）であったという違いである。アーレントは、ハイデ

ガーがもはや関心を失った〈行為〉の自律性を保護しようとしつづけたのである。

また、〈総駆り立て体制〉へと近代の人間を向かわせている〈存在〉の「メタ物語」

にハイデガーが着手したのに対して、アーレントは「特定の現象や出来事に焦点

を合わせ」71）つづけた、ともヴィラは述べている。

だがヴィラと私の問題意識は異なる。ここで私が注目したいのは、両者の近代

批判全般ではなくて、その一部である学問批判の部分だ。両テクストにおいて、

二人は共に現代の物理学と歴史学の動向を批判している。二人の科学哲学72）を

比較検討することは、私の手には負えない上に本論文の問題ではない。ここで私

は、二人の歴史学についての批判に注目する。まずハイデガーは、過ぎ去った後

の出来事を歴史学が後知恵的に〈対象化〉し、その道具として資料を使用してい

るという現状を批判する。

　歴史における比類無きもの、稀なるもの、単純なもの、手短にいって偉大

なものは、〔近世以降の歴史学では〕決して自明ではないのであり、従ってど

こまでも説明され得ない。歴史学的探究は歴史における偉大なものを否認す

るのではなく、むしろ例外として説明する。この説明においては偉大なもの

は通常的で平均的なものによって測られている。説明が了解し得るものへの

還元を意味し、歴史学が探究すなわち説明に留まる限り、これ以外の歴史学
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的説明は全くないのである。73）

一方でアーレントもまた、近代の学問において、人間の一回性を帯びた〈行為〉

が、単なる画一的な〈態度ふるまい Sich-Verhalten, behavior〉として取り扱われ

るようになった事態を批判する。74）そこでは、「詩人と哲学者」その他「きわめ

て美しく素晴らしい芸術的能力をもつ人」を含めたアクターの不死の努力は、ア

ダム＝スミスのいうところの虚栄という悪徳として見られるようになってしま

う。75）

要するに二人は、例外的なアクターの存在を原則として認めない学問のあり方

を問題視してもいるのである。ここで再びその名を挙げるのはいささか唐突かも

しれないが、スキナーが論じた思想史研究の方法論は、実は二人のそれと問題意

識を共有しているのではないか、と私は思う。もちろん、ハイデガーの解釈学的

な文献読解の手法やアーレントのいう〈遺言〉なき〈遺産〉の取り扱い方などと

いうのは、行間を読む秘教的なテクスト読解を批判するスキナーにとってはもっ

ての外のことだ。しかしスキナー自身がことわりを入れているように、「哲学的

議論と歴史的証拠との間」には「対話の可能性」76）がある。著述家が著作を書く

際に何がその動機の決め手となり、それによって何を意図したのかを論じる、そ

の営みそのものを論じる際に、たとえば『精神の生活』第 2部でアーレントが試

論として展開した意志論は一つの枠組みとなるのではないだろうか？　また、動

機と意図の違いを区別するに当たって、スキナーは前者をテクスト外のものと位

置づけ、作品との関係は偶然的でしかないとする。後者については、彼はそれを

更に二通りに分類し、一方をやはり偶然的に著者にもたらされた構想だとする。

そしてもう一方を、〈発語内的力〉を伴った特定の目的だと位置づける。77）スキ

ナーは、まさにこの目的を調べることが生産的な思想史研究のあり方だと主張す

る。この「目的」とは、著述家が当代の慣習の下で何を意味しようとしたかとい

うことである。スキナーの議論における著述家の〈意図〉の中には、偶然にもた

らされた構想と、必然的な〈制作〉の目的とが併存しているのである。

3　結　論

この時点で私は、書くことと〈行為〉を同一視するのは〈制作〉と〈行為〉の

混同ではないか？　という、前々節で立てた反論に応えることができる。特定の

目的の下に〈制作〉された作品は往々にして、スキナーにとっては好ましいこと
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ではないだろうが、著述家が目的としなかった偶然の動機や意図を読み込まれる

ことになる。『アイヒマン』がアーレント自身にも予測できなかった数々の批判

に晒された際、彼女は苛立ちと共にそう思ったのではないだろうかと私は思う。

当時の西ドイツでのテレビインタビューにおいてアーレントは、「あなたは、ご

自身のお仕事が幅広い影響力をもつようになることをお望みですか」という聞き

手の質問に対して、「まったく正直にお話しするとしたら、こう申し上げなけれ

ばなりません。つまり、仕事をしているときには、私はそれが及ぼす影響力には

関心がないのです」と答えている。仕事が終わった時についても、「同じことです。

仕事が終わったからには影響云々ということもやはり済んでいるのです」78）と彼

女は語っている。以上の点で、書くことの中には〈制作〉の要素もあるが、〈行為〉

の要素も含まれている、ということができる。

最後にもう一度、第Ⅳ章第 1節で立てた式に戻ろう。アーレントにおける卓越

の概念（L）と、普遍主義（M）・哲学者の特権意識批判（N）とが、いかにして

両立するのかについての考察がまだ済んでいない。観客で喩えられるのは複数形

の人々 menであるというのがカント講義におけるアーレントの議論だった。79）

ここで私は、「アーレントのような著述家を〈活動的な観客〉として捉え、歴史

上のアクターたちの中に数え入れるという学問的営為は、人一人を拾い上げて特

別視する行いなのだから、普遍主義とは相容れないどころか、哲学者の列聖と変

わりないのではないのか？」という疑問に応える必要がある。

始めに、アーレントその人の著作における LとM・Nの両要素の調停に乗り

出そう。「世界像の時代」においてハイデガーは、既に引用した箇所から更に学

問批判を推し進め、近現代における〈人間学 Anthropologie〉の横行を嘆くに至

る。80）そして彼は、人間界全体をそうした〈開示〉に向かわせている最高存在の

地位に〈存在〉を祭り上げ81）、その探究に向かっていった。それに対して、アー

レントは彼女流の〈人間学〉を実践しつづけたといってよい。彼女は、人間の世

界に現れた特定の出来事の中で、特定の人間が為したことの探究に向っていった

のである。既に述べたように、アーレントが扱った人間の中にはアイヒマンのよ

うな元ナチス党員も含まれる以上、彼女の著作上のアクターたちに一概に〈卓越〉

や〈偉大さ〉といった語をあてがうことはやめよう。だが、彼女の〈物語り〉の

対象が、一回性を持った人間の行為であることは確かだ。ハイデガーのように

〈人間学〉から距離を取って人間の世界から隠遯するのではなく、アーレントは、

同じ人間の一人として人間の世界の中にとどまり、新たな〈人間学〉を模索しつ
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づけたのである。よって、卓越という概念は、必ずしもアーレントの叙述におい

ては適切ではなく、人間の一回性といった概念がふさわしい。この一回性という

性質は、まさに誰にでも、〈根源悪〉の執行者の一人であったアイヒマンにさえも、

あてがうことができるのである。卓越という項（L）を、一回性というこの新た

な項（L’）に置き換えることによって、第Ⅲ章その他で確認したアーレントの普

遍主義（M）や、哲学者の特権意識批判（N）との調停を図ることができる。82）

同様に、私たちの
4 4 4 4

学問的営為における LとM・Nとの調停を試みることもで

きる。私たちがアーレントの卓越に賞賛を送るのは控えめにし、一人の「そこら

へんの普通の人間」としての彼女の一回的な物語りの行為を批判的に吟味し、物

語る作業に向かう時、私たちはアーレントの普遍主義と、哲学者に対する特権意

識批判とを反復することになるのだ。それが私たちの〈活動的生〉であり、〈精

神的生〉であり、理性の公共的使用である。

結びに代えて

以下、最終章での議論をまとめることで本論文を終える。第Ⅳ章「カント講義

の問題系」で確認したアーレント最晩年の比喩を用いて、私は〈活動的な観客〉

という用語を作った。アクターの行いを書き留めた〈活動的な観客〉アーレント

を、私たちが観客席から書き留めるとはどういうことなのか？　というのが私の

問題意識である。だから私は「アーレントをアーレント的に読むこと」を試みた。

その結果として、彼女の〈物語り〉論や近代批判に焦点が当てられ、更には学問

批判が強調されることになった。先程の問いに対しては、書くこととは新たな

〈人間学〉を模索することなのだという、アーレントが終生実践したことが答え

になる。そこでは書くことの〈制作〉的な側面はもはや問題にならず、著述家の

〈行為〉と同一視できるようになる。以上の考察から、偉大な人の卓越は、ごく

平凡な普通の人々の一回性に置き換えられる。それはアーレントにとっても、私

たちにとっても、普遍的に開かれた自由の「大道」なのであって、そこでは哲学

者の特権意識は斥けられるのである。

1） その 2年後に出版されたドイツ語版の表題が『活動的生 Vita activa』である。本
論文はこのドイツ語版からの邦訳を主に用いる。

2）『人間の条件』第32節を参照。物理学とテクノロジーの発展についてアーレント
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は、それは自然界に向けて〈行為〉することだと論じた。彼女にとって、核開発
はその危険な〈行為〉の帰結である。

3） ただし、社会的領域における差別＝区別 discriminationを彼女が支持していた
ことは確かである（「リトルロックについて考える」〈『責任と判断』、253-277頁〉
を参照のこと）。しかし、このリトルロック事件へのコメンタリーを読んでもわ
かるように、彼女は、彼女のいうところの政治的領域と私的領域においてもこの
差別主義を貫いていたわけではない。

4） バーンスタイン『科学・解釈学・実践　Ⅱ』、433-461頁。
5） 詳しくは拙稿「『一般意志2.0』と東浩紀の問題意識」を参照のこと。
6）「イプノスの綴り」62（『ルネ・シャール全詩集』、139頁）。〔　〕内引用者。
7） アーレント『精神の生活』上、15-16頁。
8）『活動的生』、61頁。
9） “Young-Bruehl has written a full, if not complete, life of Arendt. She evidently 

admired her, but the reader is not forced into sharing her view.”, Shklar, Hannah 

Arendt as pariah (Partisan Review, vol. 50, pp. 64-77), p. 77.

10）『活動的生』、265頁。
11） ハーバーマス『哲学的・政治的プロフィール』上、348頁。なお彼は、実践（行
為）を通して複数性の中に生まれる権力Machtだけを政治的なものとして尊重
するアーレントの主張に対して、戦略的な行為によって行使される強制力
Gewaltも認めるべきだったとしている。

12） ヴィラ『アレントとハイデガー』、342-343頁。
13） 同、344頁。
14） ハーバーマス『公共性の構造転換』第 2 - 3章を参照。
15）『人間の条件』または『活動的生』第 2章第 6節を参照。
16） Benhabib, The Reluctant Modernism of Hannah Arendt, Ch. 1.

17） Ibid. p. 29.

18）『活動的生』、41頁。
19） R.ウォーリン『ハイデガーの子どもたち』、87頁。〔　〕内引用者。
20）「一八〇六年の破局〔神聖ローマ帝国崩壊〕はこの社交にも破局をもたらした。
公的なものや全般的な不幸の力は、もはや私的なものにはなりえない。親密なも
のは再び公的なものから分離され、そこでまだなお『衆目に知られた』ままで残
るものは噂話に変わる」、「ベルリンのサロン」（『アーレント政治思想集成 1』、
80-91頁）、87頁。〔　〕内引用者。

21） parvenuと pariahとの違いについては、マルティーヌ・レイボヴィッチ『ユダ
ヤ女ハンナ・アーレント』第 7章を参照。

22） しかし、1941年時点での彼はもともと、哲学が「プラトン以来の」、「認識が普
遍的に妥当するという理性の要求と、哲学へのアプローチを教養エリートという
面から少数者に制限することとの間の矛盾」にとらわれていることに問題意識を
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持っていた（『哲学的・政治的プロフィール』序論を参照。引用は同じ章の39頁
から）。

23） スキナー「動機、意図およびテクストの解釈」（『思想史とはなにか』、141-168頁）、
164頁。

24）『存在と時間』第35-37節を参照。
25） アーレント「実存哲学とは何か」（『政治思想集成 1』、221-255頁）を参照。た
だし彼女は次第にハイデガー批判の要点を絞っていき、それ以外の点では逆にハ
イデガーを擁護しさえするようになった（川崎修「ハンナ・アレントはハイデ
ガーをどう読んだか」〈『ハンナ・アレントと現代思想』、 2 -86頁〉）。

26） 同、246頁。
27）『存在と時間』上、264頁。
28） ハイデッガー（ハイデガー）「なぜわれらは田舎に留まるか？」（『30年代の危機
と哲学』、127-137頁）、131頁。〔　〕内引用者。

29） アドルノ『本来性という隠語』、71頁。
30）「なぜわれらは田舎に留まるか？」、129頁。〔　〕内引用者。
31）『本来性という隠語』、67頁。
32）「なぜわれらは田舎に留まるか？」、129-130頁。
33）『本来性という隠語』、67頁。
34）『全体主義の起原

ママ

』第 3巻、298頁。〔　〕内引用者。初版の刊行から 7年後の
1958年版に新たに加えられた英語版最終章「イデオロギーとテロル―新しい統治
方式」によると、両者を最初に区別したのはエピクテトスだとアーレントはいう。

35） アレント（アーレント）「暗い時代の人間性」（『暗い時代の人々』、13-56頁）、
42-43頁。強調引用者。

36）『精神の生活』上、15頁。
37） 同、16頁。
38） 同、17頁。考えることが誰にでもできるということは、考えないこと（＝悪）
もまた、誰にでもできるということを意味する。多くの論争を招くことになる
『イェルサレムのアイヒマン』（以下、『アイヒマン』）を発表した時の問題意識は、
実はこの点にあったのだ、と彼女は補足している。
　アーレントは『精神の生活』を含めた他の著作でも同様に、孤独 solitudeと孤
立 lonelinessとを区別する。思考の中、アーレントの表現でいう〈一者の中の二
者〉での対話の中において、自己と良好な関係にある人は〈孤独〉ではあっても
〈孤立〉してはいない。反対に、かつて悪事をはたらいた自分自身との関係に耐
えられなくなっている罪人は、その意味で〈孤立〉しているのである（同、218頁）。

39）『精神の生活』上、95-96頁。
40） 同、94-96頁。
41） もちろん、アーレントに対する批判も多い。たとえば川崎は、ハイデガー的な
決意性を匂わせているアーレントの「危うさ」を、「覚醒のシナリオ」と名づけ
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ている（「アレントを導入する」〈『ハンナ・アレントの政治理論』、235-275頁〉、
270頁）。

42） Villa（2012）は、アドルノの悲観的な文明批判とアーレントの公共哲学とを比
較し、その政治理論については最終的に後者に評価を与えている。因みに、アー
レントとヤスパースはアドルノとフランクフルト学派を嫌悪していた（『アーレ
ント＝ヤスパース往復書簡 3』、197-198頁、およびヤング＝ブルーエル『ハンナ・
アーレント伝』、131頁）。

43）「暗い時代の人間性」、45頁。
44） 同上。
45） アンダーソン『想像の共同体』、24頁。
46）「アイヒマン論争―ゲルショム・ショーレムへの書簡」、（『アイヒマン論争　ユ
ダヤ論集 2』、315-324頁）、318頁。

47） 合衆国における黒人の法的・政治的扱いの問題と社会的差別 discriminationの
問題との区別を主張し、後者の撤廃に向けての連邦政府の介入を批判したアーレ
ントの論考「リトルロックについて考える」について、シュクラーは「実際のと
ころ、レイシストたちの実用に供したかもしれない」（Shklar, op. cit, p. 76）とま
で述べている。このリトルロック論文については、川崎『ハンナ・アレント』、
275-289頁も参照のこと。
　一方で、R・ウォーリンは、強制移送におけるユダヤ人評議会の自発的協力を
述べた『アイヒマン』の調査不足を追及している。こうした批判は、「アイヒマ
ン論争」のさ中においては典型的だったはずだ。

48） アーレント「政治と革命についての考察」（『暴力について』、195-234頁）、233頁。
49）『精神の生活』下、239頁。強調原著者、〔　〕内翻訳者。
50） 森川『〈始まり〉のアーレント』、332-342頁。
51） 同、337頁。
52）「近年のヨーロッパ哲学思想における政治への関心」（『政治思想集成 2』、278-

304頁）、298頁。
53） 尤も、『〈始まり〉のアーレント』第 3章の注36では、ヤスパースとアーレント
との考えの相違が描写されている。そこで強調されているのは、概念としての
〈ドイツ的精神〉にこだわったヤスパースと、それを超える普遍主義を見据えて
いたアーレントとの相違である。レイボヴィッチもこの点をポイントとしている
（『ユダヤ女ハンナ・アーレント』第 1章）。

54） 前章第 2節を参照。
55） 尤も彼女は、物事をただじっと眺めて瞑想にふけるだけの生活として〈観照的
生〉を捉えようとしたのではない。だから彼女はヤスパースに倣って、その最後
の考察対象の呼称を微妙に変えて〈精神的生 the life of the mind〉と設定したも
のと思われる。

56） ベイナー「ハンナ・アーレントの判断論」（『完訳カント政治哲学講義録』）、178



61

頁。
57） アーレントは actorという言葉を、「〈行為〉する人」という意味でも「俳優」
という意味でも用いている。そのため、以後私は、両方の意味をイメージしやす
いこの片仮名語を用いる。

58） カント『純粋理性批判』下、180頁。第 6講義でアーレントはこの箇所に言葉を
補って、「少数者のための小径を万人のための大道にする」と引用している。

59）「ハンナ・アーレントの判断論」、179-180頁。
60） 同、208頁。
61） アーレント「歴史の概念」（『過去と未来の間』、51-121頁）、65頁。〔　〕内引用
者。

62） S.ウォリン（ウォーリン）『政治学批判』、211-212頁。
63） アーレントのテクストから二項対立を導き出し、一方を支持してもう一方を支
持しないという研究手法の問題点については、森川前掲書第 1章、40-45頁を参照。

64）「プロローグ」（『責任と判断』、 7 -21頁）、19-20頁。〔　〕内引用者。
65） Benhabib, Hannah Arendt and the Redemptive Power of Narrative, pp. 186-187.

66）『活動的生』、246-247頁。一部改訳。
67） “Narrative then, or, in Arendt’s word, storytelling, is a fundamental human 
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という動詞の元の語は herstellenではなく arbeiten。つまり、両者共ここでは慣
用的な語法に従っている（https://www.youtube.com/watch?v=dsoImQfVsO4）。
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