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1. 観念論成立史をめぐる諸問題
2. ヘルダーリンの断章「判断と存在」
3. 成立時期の決定に関する疑点（以上、本号掲載）
4. シンクレアの体系草案とヘルダーリンの哲学的歩み（以下、次号掲載予定）
5. この断章の前史
6. 展望と計画

1. 観念論成立史をめぐる諸問題
 編年史から見れば 18 世紀末の 20 年はほんのつかの間にすぎぬ。それは第二
次大戦の終結から現在〔本稿の初出は 1967 年〕までよりも短い。とはいえ、そ
の 20 年間に人類の意識と哲学者の思考は、停滞した時代の数百年よりもはるか
に前進した。因襲と化した障壁を踏み越え、真理と自由へと進みつつある時代
に居合わせているという確信が、創造的な精神の持ち主たちを大胆な企画へと
奮いたたせ、そして密度において比肩し得るのはアテネとフィレンツェの古典
的時代しかないような達成が成し遂げられた。今日、近代の基底についての了
解を深めようと努める者が正しい方向付けを得るには、この時代に沈潜するの
が一番の早道である。それゆえ、この時代の思想への関心は普遍的なものであっ
て、たんに学者向けのものではないし、〔その対象も〕伝承された教養の遺
産にとどまらない。また、この関心が向かうのは、本来は個々の思想家や個々
の理論ではない。とはいえ〔この時代には〕卓越したものが溢れており、その
ために、そのうちの一つをいわば範例として取りあげて究明し、この時代の様
々な動機をそれが引き起こした結果の中の一つから理解する他はないかのよう
に思われるかもしれない。このような研究の進め方を正当化する十分な理由が
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あるようにも見える。というのも、この時代を特徴づけるものの一つとして、
文壇におけるコミュニケーションの広がりとその迅速さがあるからである。新
しい理念のどれもが、まさに生まれたばかりの他のすべての理念を視野におき
つつ形成された。このように、新しい理念の一つ一つとそれがたどった道筋に
は同時代人のあらゆる理念が反映している。
 しかしながら反映のうちに原物の姿をきちんと識別することができなかった
ならば、反映を正確に捉えることは不可能である。それゆえこの数十年の全体
的経過を概観することは、かえって、この時代の思想家のうちの一人とその思
想家の理念の解釈を確かな仕方で遂行するための前提である。この場合、ひと
は構成要素よりも先に全体を概観しなくてはならないという循環に陥る。この
循環を避けるには、様々な領域の予備的な細部の研究を積み重ねていく他はな
い。そして、われわれが理解すべくもっとも力を尽くしてきた、まさにその時
代についての知識がなぜ不十分な状態にとどまっているのかを説明するのもこ
の循環である。この時代の偉大な者たちの中から一人を取りあげ、その者の様
々な前提や周辺を詳細に調べ上げていくような一連の専門化した研究はすでに
発展している。しかし、この種の〔細分化された〕研究は様々な前提ならびに
周辺との接触については不十分である。これらの研究が他の研究領域の成果を
利用する際には、自前の研究によって当の事柄に十分熟達しているわけではな
い。そのため様々な前提や周囲の環境を見る視点は、まさに解釈の対象となっ
ている当の者の視点となってしまうことが、ほとんど避けがたい。こうした状
態で、その時代に起こったことの相互の連関を問うたとしても、その問いはせ
いぜい他の研究成果に依存したものであって、そのために、非生産的なものに
終わらざるを得ない。さらには、この問いはついには沈黙せざるを得ず、〔こ
の時代に〕全体として起こったことについての知識は、明確さを欠いた、明確
に示すことがもはや不可能な前提と化してしまう他ないのである。
 カントとゲーテの時代の歴史の情勢はこのようなものであった。この時代の
思想家の一人を抜き出して研究することで、全体の方向付けから免れているよ
うな研究は限定的な意義をもってはいるが、こうした研究に多くを求めても無
駄である。こうした方法ではわれわれはこの時代にそもそも何が起こったのか
を知ることもできない。何を問いただすべきなのかということさえも知り得な
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い。
 以上述べたような理由で、専門化した研究の中の最良のものですらも著しい
限界を免れない。それらにおいても、解釈のためのふさわしい地平は不確かな
ものであることが多い。解釈されるテキスト――その中のいくつかはすでに「古
典」の地位を得ているが――の間の依存関係は具体的で躍動的な仕方では見ら
れていない。それらのテキストの様々な源と諸々の動機が探られるのは、隣接
した古典作家たちの限られた領域のみであって、この古典的作品の作家たちの
解釈は他の研究グループが所轄しており、それらの解釈は互いに孤立して進め
られているのである。一人の研究者によって複数の領域にわたる重要な研究の
寄与がなされることもあるが、それは稀な例外に属する。哲学の分野では、卓
越したヘーゲル文献学はフィヒテについての文献学的研究に比べはるかに発展
している。シェリングの専門家たちはかれら独自の道を〔他との交渉をあまり
もたないで〕歩んできた。それらと並んでロマン派の初期の哲学の解釈の成果
が実りつつある。ヘルダーリン解釈は他に抜きんでて模範的で、当分の間〔他
の研究分野が〕到達し得ないような高みを歩んでおり、こうしたヘルダーリン
研究の寡占的状態をロマン派の初期の哲学の解釈はこれまで侵害することはな
かった。
 とはいえ作品解釈という思想内容に関わる問題と作品の成立の認識をめぐる
問題が一つに収斂することはまったく明白である。例を挙げると、カント哲学
とスピノザの理念の関係がもつ可能性への問いはフィヒテ、シェリング、ノヴァ
ーリス、ヘルダーリン、ヘーゲル、ならびにその他の群小の者たちにとって
等しく焦眉のものであった。この問いがこれほどまでに普遍的なものとなった
ことは、歴史的な前提だけではなく理論的な前提も存在していたに違いない。
この問いの起源を探求するには、この問いを立てた者たちのうちのただ一人に
着目するのでは不十分である。この問いを明らかにすることが可能なのは次の
ような解釈のみである。それは、各人の思想内容を熟知し、解釈するすべを心
得ている道筋をたどって、この時代の諸理念の内的連関に到達するような解釈
である。この時代が近代の自己了解の領域に属しているとするならば、汎神論
と啓蒙との関係の問題もたんなる歴史的関心の対象にはとどまらない。
 以下の研究

1)

はそのような企てのいっそう広い枠の中に属している。この研
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究が目指すのは、観念論哲学が成立した〔当時のドイツにおける〕思想的配置
(Konstellationen)を明らかにし、そして観念論哲学が〈自由への道は汎神論の形
態においてのみ完成され得る〉という確信を深めていった思想的配置を明らか
にすることである。
 観念論哲学の登場は抽象的思惟の歴史の中でもっとも驚くべきことの一つで
ある 2)。カントは『純粋理性批判』を仕上げるのに 10 年を費やした。かれの作
品がドイツで広く認められるのにはそれと同じ時間が必要だった。しかしまだ
かれの存命中に、かれの体系の主要部分から多様に展開した新しい体系構想が
生まれた。カントから由来するドイツの理論の新たな自己意識と、フランスか
らやってきてドイツの思想家たちをとらえた終末論的な動揺の中で、これまで
全体を見渡すことはほとんどなされなかったほどの数の構想が生まれた。それ
らの構想の中のもっとも重要なものが短い間に競い合った。この状態はこのよ
うな創作の流儀がついにはマンネリ化して、そしてヘーゲルの世界哲学の支配
によって落ち着きをみるまで続いた。1790 年と 1798 年の間の短い年月に、後
に続く体系の基礎となったあらゆる洞察が成熟した。この時代は観念的思弁が
もつ本来的意味の秘密を蔵しているのである。
 とはいえ観念論哲学の外的な成立の歩みを突き止めることでさえ容易なこと
ではない。比類無いほどによく知れわたっているにもかかわらず、特殊な制約
のためにこの歩みのうちのかなりの部分は世に隠れた、個人と個人の関係の中
で行われた。テュービンゲン・シュティフトとイェーナ大学における状況がこ
のような人間関係をはぐくみ、実り多いものとしたことは以前からよく知られ
ている。しかし、どのような動機と依存関係によってこうした関係の中から観
念論的な思弁が出現したのかを見通すことは、未だほとんどなされていない。
いわゆる『ドイツ観念論最古の体系計画』のような重要なテキストでさえ、そ
の著者が、シェリングにも、ヘルダーリンにも、ヘーゲルにも帰されてきたこ
とと、観念論成立史にとってヘルダーリンが果たした役割について、高度に発
展したヘルダーリン研究においても未だに議論が続いていることは、この領域
ではなおも不確実性が支配していることを示している。
 哲学におけるヘルダーリンの位置についての判断は三度にわたって変転し
た。エルンスト・カッシーラー3)は〔研究史の〕早い時期にヘルダーリンの思惟
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をかれの友人たちの弁証法的媒介に対して区別するという重要な試みを遂行し
た。その後、ヴィルヘルム・ベーム

4)

とクルト・ヒルデブラント

5)

は、ヘルダ

ーリンは思索者としてもかれの友人たちの中の第一人者であったというテーゼ
を立てた。フィヒテの観念論から自然哲学への転回はヘルダーリンにさかのぼ
ると言うのだ。この二人の主張を反駁したのは、ヨハンネス・ホフマイスター6)
とエルンスト・ミュラー 7)である。ヘルダーリンはかれの友人たち〔シェリン
グとヘーゲル〕と同じような意味において哲学者であったことはまったくない
ということと、ヘルダーリンにとってのフィヒテの意義をベームとヒルデブラ
ントはあまりにも過小評価していることを、ホフマイスターとミュラーが指摘
したのはまったく正当である。ここで判断が二つに分かれているのは、ヒュペ
ーリオン期のヘルダーリンをめぐるものであった。ヘルダーリンがその後に書
いた詩学についての諸論考がそれにふさわしい仕方で注目されるようになった
のは、ようやくここ数年のことである

8)

。それらの論考の解釈はまだ不完全で

ある。それらの論考には注目に値する抽象力が働いており、詩学についての論
考は少なくともその分野の狭い領域においてはまったく独創的な思索がなされ
ていることはもはや疑いの余地がない。こうした洞察はまだ完全には浸透して
はおらず、ヘルダーリンの哲学的発展の歴史の見直しには至っていない。ヘル
ダーリンの後期讃歌の比類のない地位が認知されるようになって以来、後期讃
歌と、それとともに後期が関心の中心となった。そのことはヘルダーリンに関
してはまったく正当であるが、テュービンゲンの〔三人の〕友人たちが共に歩ん
だ道筋を捉えようとするあらゆる問いにとっては不都合な結果をもたらした。
2. ヘルダーリンの断章「判断と存在」9)
 30 年前に大きな反響が巻き起こったとしても不思議ではない、ある文書が
〔1961 年に〕刊行され、それに対し何の反響もなかったという事実は、以上述
べたようにしか説明することができない。その文書とはフリードリヒ・バイス
ナーが「判断と存在」という表題を付けた哲学的断章である

10)

。これは 1930

年にリープマンスゾーンのオークションにおいて突然、姿を現した。現在はエ
ルサレムのショッケン文庫が所蔵している。それが初めて公刊されたのは、1961
年に刊行されたシュトゥットガルト版ヘルダーリン大全集の第 4 巻においてで
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ある。もしバイスナーによる成立時期の決定が正しく、また、その中にヘルダ
ーリン自身の思考の歩みが含まれているとしたならば、この断章は観念論哲学
の成立史にまったく新しい光を投げかける。
 フリードリヒ・バイスナーの推定によれば、この紙片はヘルダーリンが 1795
年の初めにイェーナに滞在しフィヒテの近くにいた数ヶ月の間に成立した 11)。
この年代決定を裏付ける説得力のある根拠は客観的な基準からもたらすことが
できる。この紙片はおそらく、本の見返しをはぎ取ったものである。テキスト
の状態は年代決定のためのいかなる状況証拠、ないしは現在用いることが可能
ないかなる状況証拠も与えない。フィヒテとカントとの関係以外には、その内
容からは成立時期を示唆するものは何も引き出すことはできない。しかしヘル
ダーリンの正書法における綴り方の統計が、バイスナーの推定を裏付けること
を可能にする。イェーナ時代にヘルダーリンの綴り字法は変化し、しかもその
変化が起こったのは 1795 年 4 月 20 日付けの母宛の手紙よりも前のことであっ
た。この手紙で新しい正書法は完全に定着しているのである 12)。「判断と存在」
についてのテキストにおいては新しい正書法が広範囲に用いられている。とは
いえ、
いくつかの複合語ではヘルダーリンはまだ以前の書き方も用いている 13)。
さらには、変化の途上にある単語を書き記す際に綴りに乱れがあることが認め
られる

14)

。それゆえヘルダーリンがこの紙片を書いたのは 4 月 20 日以前、お

そらくは 4 月の初め頃であると推定する他はない。
 思弁的観念論の歴史においてこの日付は驚くほど早い。フィヒテがイェーナ
で最初の講義を行ったのは 1794 年 5 月 23 日である。フィヒテの綱領的著作『知
識学の概念について』が出版されたのはそれよりもう少し後のことであるし、
かれの主著〔『全知識学の基礎』〕の始めのボーゲン〔印刷全紙〕が印刷され
たのは 6 月半ばである。それゆえヘルダーリンのテキストの成立は、フィヒテ
の新しい教説が知られるようになってから一年も経っていない頃である。この
テキストはシェリングの著作『哲学の原理としての自我について』と同時期に、
したがってそれに依存することなしに成立した。シェリングがこの著作の原稿
を印刷所に渡したのは 1795 年 3 月のことであり、それが市場に出たのは復活祭
の見本市の時であった 15)。ヘーゲルはその頃はまだカントの道徳の体系を正統
神学や同時代の政治に適用しようとしていた。フィヒテの根本的な研究にはま
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だヘーゲルは至っていなかった。それゆえヘルダーリンは友人たちの助力なし
に、判断と存在についての着想に到達し、それをショッケン文庫の所蔵となっ
た紙片に書き留めたのであった。
 この紙片の反省の道筋に寄与したのは次のような思想であった。認識の伝統
的な根本概念である判断と存在は、以下のように、 従来とはまったく異なる関
係へと、すなわち対立へともたらされている。判断は分割であり、存在は主体
と客体との結合である、と。この発端は「判断」(Urteil)という語の意味を主体
と客体という要素への「根源分割」(Ursprüngliche Teilung)と理解することを可
能にする。この発端は、認識の客体と「存在」と呼ぶことが可能なものとを区
別することを強いる。「存在」とは主体がなんらかの対象と結ぶいかなる関係
にも先立つものであり、それゆえ決して認識の対象にはなり得ないようなもの
である。存在が主体と客体の根源的な統一である限り、存在を認識の限界概念、
すなわち知的直観と呼ぶことが可能である。しかしながら知的直観は自己意識
の認識形態とはまったく異なっている。というのは自己意識の認識形態におい
ては、たとえ主体と客体として現出するものが同一であったとしても、主体と
客体は十分、互いに区別されている。その同一のものが客体ならば、それはそ
の限りにおいて自己自身から分離している。同様に自己意識を根源的自我から
区別し、自己意識を知的直観と存在であると考えることも許されない。という
のも自我が自らを自我と把握することなく、それゆえ自我が自己意識でないよ
うな場合に、自我について語ることは意味をなさない。同一律は自己意識から
獲得される。それゆえ自己意識においても主体と客体の端的な合一は考えられ
ない。それゆえ存在を同一性と定義することもできない。
 ヘルダーリンの紙片はこれらの思想を別の筋道で展開させている。まず「判
断」の語源を知的直観の根源分割から導き出し、次に「自我は自我である」と
いう意識をそのような根源的分割の範例とする 16)。その後に、様相の規定につ
いての省察が続くが、この文脈における様相の規定の意味はそれほど明白では
ない 17)。次にテキストの第二部 18)〔「存在」〕では、あらゆる根源分割に先立
つものを同一性と規定するのも自我と規定するのも適切ではないことが確認さ
れる。それは「存在」と呼ばれなくてはならず、知的直観としてしか思惟され
得ない。
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 このテキストは三人の哲学者の権威に敬意を表しており、三人の根本思想を
互いに結びつけることが試みられている。その三人とはフィヒテ、スピノザ、
カントである。フィヒテの存在がもっとも目立っている。フィヒテとともに自
我と非我は互いに区別され、同一律は「自我は自我である」という命題から獲
得される。このテキストは明らかにフィヒテとの関係において――もちろん同
時に批判的な意図をもってではあるが――書き記されたものである。すべての
対立の根源を、それにとっては創造も流出も存在しない「端的な存在」に求め
るべきであるという思想はスピノザに負っている。端的な存在における運動は
その存在の変容である分割と合一としてのみ理解することが可能である。「分
割」と「合一」というのはしかしながらプラトンの概念であり、ヘムスターホ
イスによってスピノザの教説の意義領域へと移されたものである。三人目の思
想家としてカントはヘルダーリンのテキストにとって、つねに基準を提供して
いる。スピノザの存在をカントの批判と結びつけたことが、ヘルダーリンがな
したフィヒテに抗した転回の理解を可能にするものであることは、先において
示されよう。
3. 成立時期の決定に関する疑点
 まず始めにヘルダーリンがすでにイェーナでフィヒテの批判者となっていた
という驚くべき事実を確認しなくてはならない。これまで知られてきた文書か
らはこのことを見て取ることはまったくできなかった。それどころかこれらの
文書は「判断と存在」についてのテキストがイェーナに滞在した数ヶ月間に書
き記されたことがあり得るという想定を排除するような解釈を強いるような印
象を与える。1795 年 4 月 16 日にヘーゲルはシェリングに対しヘルダーリンの
手紙について以下のように伝えている。「ヘルダーリンはわたしにしばしばイェ
ーナについて書き送ってくる。かれはフィヒテに深く心酔しており、フィヒテ
の大いなる意図を信じている」19)。1795 年の冬に成立したことが確実なその他
の草稿は、ヘルダーリンがフィヒテに対し、賛嘆の気持ちで満たされている、
まだ師をほとんど越えていない弟子という関係にあったことを裏書きするよう
に見える。それゆえローレンス・ライアンはつい先頃でさえ、『ヒュペーリオ
ン』のイェーナ時代の諸稿はヘルダーリンが変わることなくフィヒテに接近し
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ていることを示すドキュメントであると主張することができたのである 20)。
 『自由の法則について』の草稿は 1794 年の晩秋に成立したものであろう 21)。
そこでは、ヘルダーリンはシラーがカント哲学の枠内で提起した諸問題によっ
て全面的に規定されている。シラーが行った〈美しい魂〉と欲求能力について
の教説に属している〈倫理的自然能力〉との区別を、ヘルダーリンは、それと
類比し得る、想像力の生み出した二つの形姿の区別によって補完することを試
みている。明らかにヘルダーリンが望んでいたのは、このような方法で芸術家
の主体性の哲学的概念を見出し、芸術の起源を自然となった人倫に見出すこと
であった。シラーの『人間の美的教育についての書簡』は当時まだ書かれてい
なかった 22)。ということは、ヘルダーリンはシラーを継承しつつ〔シラーが〕
まだ解決していない課題に――シラーが後に行ったのとは別の意味においてで
あるとはいえ――着手したことになる。1794 年 11 月に刊行された『ヒュペー
リオンのタリーア断片』の序文 23)は、倫理的文化についてのシラーの思想を〔一
人の〕人間の人生の歴史全体へと、同じような仕方で拡張して示している。
 ノイファー宛の 1794 年 10 月 10 日付けの書簡からわれわれが知るのは、ヘル
ダーリンは当時すでに、シラーの主題をカントの理論の枠内で変奏し拡張する
ことに限定することを意志していたわけではなかったことである。シラーの歩
みを越えて、義務は性向から発して実現され得ると告白するヘルダーリンは、
カントが据えた境界の向こう側へとさらなる歩みを敢行することを欲した 24)。
シラーとともにかれは人間の調和(Einigkeit)の起源についても証言することを
欲した。その際ヘルダーリンはプラトンの導きに身を委ねた。美を人倫の象徴
と捉えるべきであるという『判断力批判』の教説を支えるために、古のプラト
ンの知恵が新たな基礎とされなくてはならなかった。すなわち、美は人間の超
感性的由来の現れであるが、理性的に妥当する道徳法則としてではなく、われ
われの世界においても理性と感性が結びつけられて美しき道徳的な生となる、
調和の原像としての現れなのである。
 このプログラムはイェーナで成立した『ヒュペーリオン』の導入部の三つの
稿において認めることができる 25)。詩『若者の神』でもこのプログラムが語ら
れているが、ヘルダーリンがこの詩の新稿を書き始めたのはヴァルタースハウ
ゼン時代の終わりであった 26)。ヘルダーリンが自らのプログラムを実行しよう
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とした時に巻き込まれざるをえなかった難点や矛盾を詳細に提示することはこ
の論稿の目的ではない。これらの難点や矛盾は、『優美と崇高について』にお
けるシラーの理論が蔵している難点や矛盾と本質的には異なっていない。それ
ゆえヘルダーリンがシラーとともに力を尽くした事柄を、二人を平行して視野
におきつつ解釈することは意義深いことであろう 27)。〈シラーによって解釈さ
れたカント倫理学〉と〈プラトンのイデア説〉という二つの教説の要諦を相互
に結びつけようとする、固有の難問にヘルダーリンは直面する――この二つの
教説はそのような取り扱い方からは必然的に離反していかざるを得ないのであ
る。シラーとともにヘルダーリンは愛において人間の二つの根本欲求を互いに
合一する力を見ていた。同時にこの二つの欲求の中の一つの領域において、美
しい自然として、万物の調和の原像が現出しなくてはならない。しかし調和の
本来の意味が二つの欲求の相互の合一であるとするなら、いかにして「感性の
国」のみにおいて調和の鏡像が現出するかを洞察することはできない。という
のはこの調和が理解されるのは、人間の二つの力が共に働く場合のみであるか
らである。この難点が『ヒュペーリオン』の韻文稿に登場する「賢人」の教え、
『ヒュペーリオンの青年時代』に登場する「異邦人」の教えを循環運動へと追
い込んだのである。この循環運動は、様々な配慮と様々な隠された意図によっ
てこの企画の欠陥を覆い隠しているのである。おそらく、ヘルダーリンは自分
の試みに問題があることに気づいてはいたが、問題を解決することはかなわな
かったのではなかろうか。
 いずれにせよ、さしあたりヘルダーリンは、すでにヴァルタースハウゼンか
ら出されたノイファー宛の手紙で言及している、美的理念についての論文によ
る哲学の著作の企画を断念したように見える 28)。イェーナ時代に由来するもの
として二つの断片が伝わっているが、それは「判断と存在」とは異なり、印刷
されることを前提とした原稿のための準備稿であった。それらの一つは『罰の
概念について』29)論じている。これは明らかに、ヴァルタースハウゼン時代の
計画とはまったく独立したものである。もう一つの断片は対話の一部で 30)、そ
れからも〔論じられている〕テーマがヴァルタースハウゼン時代に設定した課
題であることを示唆するものは何も引き出すことができない。
 これらすべてのテキストにおいて、ヘルダーリンはかなりの程度、他人の思
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想、とりわけカントとシラーの思想に依存している。たしかにかれは固有の問
題設定に沿って歩みを進めている。しかもシラーよりもさらに先へと、カント
の限界設定を越えていく断固たるプログラムを歩んでいく。しかしその際かれ
が用いた手段は広範囲にわたってお手本から受け継いだものである。独創的な
のはかれの意図であって、取り扱い方ではない。かれは真理として主張するこ
とを望んだことを、自分の力ではまだ展開させることができないために、『ヒュ
ペーリオン』の序文でも挫折している。とはいえ、序文を『ヒュペーリオン』
〔全体の〕の構造の原理と混同してはならない。
 以上のすべての検討の結果を見ると、ヘルダーリンが〔上で挙げた論考と〕
同時期にこの「判断と存在」についてのテキストを書いたと考えることはまっ
たく不可能であるという見解を支持しているように思われるかもしれない。と
いうのもこのテキストの思考過程は、『ヒュペーリオン』における弁論におい
て支配的であった不安定性、哲学的断章群を未完に終わらせた不安定性を免れ
ている。このテキストはフィヒテの根本思想への自覚的な攻撃を表出している。
まだ完全にカントの概念性の枠内を動いており、カントが形成した教説をほと
んど越えていない、賛嘆すべきフィヒテの教説の研究に着手したばかりの詩人
がこの文書を書き記したということがいかにしてあり得るだろうか。
 たとえこの問いによって〔上記の〕正書法の統計に疑問の目を向けようとは
しなかったとしても、このテキストを書き記したのはヘルダーリンであるが、
構想したのはかれではないという推測が成り立つかどうかは、まだ決着がつい
ていない。〔「判断と存在」を〕他の者が書いた著作からの抜き書きであると
想像することも可能かもしれない。とはいえこのような早い時期に由来するも
ので〔「判断と存在」と〕比較し得るような公刊された著作をわれわれは知ら
ない。ヘルダーリンが対話を記録したか、他の者の着想を敷衍して書いたとい
うことも考えられるかもしれない。しかしこのような仮説に立ってテキストを
吟味してみると、こうした推測が不可能であることを高度の蓋然性をもって言
い得る。たしかに写した場合によく見られるような重複誤写や過誤が見受けら
れる。しかし構想した者自身の手になることを前提とする以外に解釈不可能で
あるような箇所が少なくとも一つ存在する 31)。表と裏それぞれに、「判断」に
ついての論究と「存在」についての論究が書かれているという紙片の使い方も
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この解釈を支持する。すなわち、おそらくヘルダーリンはまず初めに「存在」
についての論考を書きつけ、その後に、見返しの表側を「判断」についての論
考に用いたのだろう 32)。本にメモを書き込む時は、まず本の扉〔タイトルペー
ジ〕の向かいの頁を使うのが普通である。だとすると、様相性についての省察
〔全集 4 巻、216 頁、12–21 行〕は〔「判断と存在」〕全体の思考過程に対する
補遺ということになり、〔シュトゥットガルト版のテキストのように〕論考の
中心に位置するのではなくなる――これが中心に位置するというのはあまり説
得力がない。このような配置からヘルダーリンはこのテキストを一気に書いた
のではないということも想像し得る。すなわち〔216 頁〕9 行から 11 行は、「判
断」についての所見とすでに書き終えられていた様相性についての省察との間
に挿入された補足であるように見える 33)。〔他の文書を〕書き写したものや記
憶を書き留めたものならば、以上のような特徴を示すことはあり得ない。かく
して、テキストの鑑定はヘルダーリンが著者であることへの疑念を払拭する。

原注
01) 本稿は当初、『カール・レーヴィット記念論集』への寄稿を予定していたため、哲学畑
の読者を想定していた。分量が増大し書肆が望んだ紙幅を超えたため、『ヘルダーリン年
鑑』に掲載することになり、この哲学した詩人を愛する人たちという、より広い範囲の読
者に供覧することが可能となった。
02) 拙稿「ドイツ観念論哲学の歴史的諸制約」、『ヘーゲル研究』、第 3 巻、276 頁以下を
参照。
03) エルンスト・カッシーラー「ヘルダーリンとドイツ観念論」、『理念と形姿』、ベルリ
ン、1921 年、109 頁以下。
04) ヴィルヘルム・ベーム『ヘルダーリン』、第 1 巻、ハレ、1928 年、141 頁以下。
05) クルト・ヒルデブラント『ヘルダーリン――哲学と詩』、シュトゥットガルト、1939 年
（第 2 版、1943 年）、82 頁以下。
06) ヨハンネス・ホフマイスター『ヘルダーリンと哲学』、ライプツィヒ、1942 年、4 頁、
55 頁、68 頁ほか。
07) エルンスト・ミュラー『ヘルダーリン――その精神の歴史の研究』、シュトゥットガル
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ト、1944 年、2 頁以下、6 頁以下。
08) ディーター・イェーニヒ『ヘルダーリンのホンブルク時代の諸論考の解明のための予備
的論究』（タイプライター刷博士論文）、テュービンゲン、1956 年。ローレンス・ライア
ン『ヘルダーリンの音調交替論』、シュトゥットガルト、1960 年。ウルリッヒ・ガイアー
『法則的考量』、テュービンゲン、1962 年。
09) 以下、引用は、ヘルダーリンからの引用を含め、ほとんどすべて現代の表記法による。
10) 全集 4 巻、216–217 頁。738 頁、4 行を参照。〔本稿でヘルダーリンの引用はすべて「シュ
トゥットガルト版大全集」によっている。注においてたんに「全集」とあるものは、この
全集のことである。また、巻数表示が省略されて頁数、行数のみが記載されているのは
「判断と存在」が収録されている同全集 4 巻の頁数である。〕
11) 全集 4 巻、402 頁、18 行。
12) 全集 3 巻、309 頁および次頁。ならびに、マリア・コルネリッセン『ヘルダーリンの草
稿の正書法一覧』（『ヘルダーリン・アルヒーフ叢書』、第 2 巻、シュトゥットガルト州
立図書館刊、1959 年）を参照。
13) ヘルダーリンは Seyn, Bewußtseyn と綴るが、一度は Bewußtsein（216 頁、13 行）とも綴
っている。Theilung と Urtheil という書き方と並んで、Gegenteil（217 頁、3 行）という書
き方も一度用いられており、Wahrnemung という古い書き方も見られる。〔現代の正書法
ではそれぞれ、Sein（存在）、Bewusstsein（意識）、Teilung（分割）、Urteil（判断）、
Wahrnehmung（知覚）と綴る。Gegenteil（反対）の綴りは現代と同じである。当時はドイ
ツ語の正書法の転換期にあたり、ヘーゲルの草稿の年代決定においても綴り方が重要な役
割を果たしている。〕
14) ヘルダーリンは二度にわたり Sy を Seyn に訂正している（216 頁、26 行、28 行）。新し
い綴り字法で書こうとする強迫のため、ヘルダーリンは書き急ぎ、e の綴りを落としてし
まった。ヘルダーリンは一箇所で oneh を ohne と訂正しており、上記の箇所と同様、まず
は古い書き方を用いている（217 頁、4 行）（738 頁、17 行、20 行を参照）。正書法によ
るこの紙片の年代決定についての教示はマリア・コルネリッセンに負っている。
15) シェリングの序文には「テュービンゲンにて、1795 年 3 月 29 日」という署名がある。
この日はこの年の「枝の主日」(Palmsonntag)〔復活祭直前の日曜日、聖週間の第一日〕で
あった。それゆえ早ければ復活祭の週には組版と製本まで進んでいたこともあり得る。シェ
リングの著作を出版したのはテュービンゲンのへールブラント書店であった。出版社が
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非常に急いで仕事を進め、そしてシェリングが序文を〔本文を書き終えた〕後に執筆した
と想定しても、この本がヘルダーリンの手元に届くまでには〔3 月 29 日から〕数週間が過
ぎていたに違いない。〔シェリングの〕先行する著作『哲学一般の形式の可能性について』
には「補遺」があり、それを書き終えたのは 1794 年 9 月 9 日であった。この本をシェリ
ングがフィヒテに送ったのはようやく 9 月 26 日であった。シェリングができるだけ急い
で送ったことは確実である。だとすると出版社が刊行するまで 2 週間以上かかったことに
なる。同じことを『哲学の原理としての自我について』でも想定すべきであろう。『哲学
の原理としての自我について』は復活祭の見本市に合わせて刊行の予告がなされた。見本
市が実際のところいつ開かれたかは確定することができない。しかしカタログで予告され
ている本の多くがいくらか遅れて市場に出るのは一般によくあることである。おそらく市
場に出るまでにはさらにずっと長い時間がかかったことであろう。シェリングがヘーゲル
に送る本〔『哲学の原理としての自我について』〕を発送したのはようやく 7 月 21 日に
なってからである。この日付は書簡のやりとりの規則的間隔から説明することが可能であ
ろう。とはいえフィヒテも 7 月 2 日にラインホールト宛の書簡で次のように書いている。
「シェリングの著作〔『哲学の原理としての自我について』〕はわたしが読み取ることが
できる限りでは、まったくわたしの著作の注解です」。この所見はおそらくフィヒテがこ
の著作を入手してからまだ間もなかったことを前提にしている。シェリングはこの時も、
できるだけ早くこの本を送ったことは確実である。シェリングの添え状は残念ながら伝
わっていない。（シュルツ編『フィヒテ往復書簡集』、1925 年、第 1 巻、481 頁の注 2 の
記述は錯誤に基づいている。）この本の出版予告も書評もそれ以前には現れていない。こ
こで述べておきたいのは、ヘルダーリンが「判断と存在」についての省察を書き込んだ本
はシェリングの『哲学の原理としての自我について』ではあり得ないということである。
『哲学の原理としての自我について』の判型はこの紙片よりも小さい。フィヒテの『全知
識学の基礎』は〔初出時には〕印刷全紙で提供されたので、後で製本される必要があった。
それゆえ『全知識学の基礎』〔から取られた可能性〕については、見返しの紙の状態から
は、いかなる結論も引き出すことはできない。紙片の判型はバイスナーがシュトゥットガ
ルト版全集 4 巻 402 頁 20 行で述べている〔『全知識学の基礎』である可能性を指摘して
いる〕仮説を排除しない。
16) 全集 4 巻、216 頁、1–11 行。
17) 0216 頁、12–21 行。
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18) おそらく、〔シュトゥットガルト版全集 4 巻のバイスナーの編集において〕テキストの
第二部とされている部分は実は第一部であったろう。これについては本稿 84 頁〔本訳で
は 120 頁〕を参照。
19) ホフマイスター編『ヘーゲル往復書簡集』、第 1 巻、25 頁。
20) ローレンス・ライアン『ヘルダーリンのヒュペーリオン』、シュトゥットガルト、1965
年、37 頁、および 36 頁、44 頁、55 頁ほか。
21) 全集 4 巻、401 頁、2 行。
22) それは『ホーレン』誌に 3 回に分けて公刊された（1795 年、第 1 冊、第 2 冊、第 6 冊）。
23) 全集 3 巻、163 頁。
24) 書簡 88 番、全集 6 巻、137 頁、96–97 行。
25) 「韻文稿のための散文稿」、「韻文稿」、「ヒュペーリオンの青年時代」（全集 3 巻、
186–206 頁）。
26) 全集 1 巻、189–190 頁、488 頁。書簡 88 番、99–100 行、全集 6 巻、135 頁以下を参照。
27) 拙稿「シラーの美学における美の概念」、『哲学研究雑誌』、11 号、1956 年、527 頁以
下を参照。
28) 書簡 88 番、全集 6 巻、137 頁、89 行以下。
29) 全集 4 巻、214–215 頁。
30) 全集 4 巻、213 頁。
31)0217 頁 4 行の問いの始まりの部分「いかにしてわたしは、自己意識なしに自我、と言う
ことができるだろうか」は、ヘルダーリンが「わたしは…することが許されるだろうか」
(Darf ich ...)から訂正したものである。「許されるだろうか」(Darf)の文字の上に「いかに
して」(Wie)を上書きし、「わたし」(ich)の文字の上方の行間に「できる」(kann)を挿入す
るという訂正の仕方から推測できるのは、この訂正が行われたのが、この文全部をすでに
書き終えた後であって、〔元の書き入れを〕線を引いて抹消し新たに書き入れるだけの余
地がもはやなかったためであろうということである。
この訂正は思考の道筋の変更を意味している。すなわち「わたしは…と言うことが許され
ようか」という問いは、〔問いを〕吟味することを要求しているように見える。それに対
し、「いかにして…と言うことができるだろうか」はたんなる修辞疑問であることが明白
であり、すでに否定的な答えを含んでいる。実際にも、それに続く文はそうした否定的な答
えから始まっている。〔続く文は以下の通りである。〕もし「自我」について自己意識なし
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に思惟することが可能だとしたならば、いかにしてそのような自己意識は可能であるかを
問わなくてはならず、そして自己意識が対立を通して実現されることが見出される。
とはいえ「わたしは…と言うことが許されようか」という問いも、「わたしはそもそもそ
うすることが許されようか。…まさしくそうではない」という風に解したならば修辞的に
読むことが可能である。この修正の眼目は、自己意識なしに自我が存在し得るという想定
が不合理であることを問いの形式でできるだけ明瞭に際立たせることである。かくして
「いかにしてわたしは…」というテキストは「いかにしてひとはそもそも…が可能である
か」という一義的な意味で書かれたのである。この修正は起草者の手でなされたものであ
ると解さなければ、この修正を理解するのは難しい。もしヘルダーリンがこのテキストを
〔他の誰かが書いたものを〕書き写したのだとしたら、おそらくこうした欠陥を意識する
ことはまったくなかったろう。〔もし書写したものだとしたら〕「わたしは…と言うこと
が許されようか」という問いから予想される意味連関は続く文において〔現行の〕文字通
りには現れていないだろうし、その他の場所に見られる、後になってから修正へと駆り立
てた動機は消えてしまう。この修正を行う十分な理由をもつのは構想した者である。この
修正によってヘルダーリンは、「自我」は自己意識としてしか思惟することができないと
いう自明の理を証明するという課題を免れたのである。
この一箇所からすでに、ヘルダーリンが自分を判断と存在についてのテーゼの著者である
と感じていると想定することが許されるであろう。この結論は〔ヘルダーリンが書いたオ
リジナルの〕原稿が他に存在したことを排除しない。その場合には、見返しに書かれたこ
のテキストは要約であるのかもしれない。すなわち、ひょっとしたら部分的には自分の書
いたもの、たとえば覚え書などを圧縮しつつ写したものなのかもしれない。同様にこのテ
キストはヘルダーリンが対話の際に思いつき、口にした思想を書き留めたものということ
もあり得る。著者〔ヘンリッヒ〕はフリードリヒ・バイスナーに対し、紙片「判断と存在」
について交わした長い対話について感謝する。この注はその対話の成果である。
32) これは第二部〔「存在」〕で新しい正書法を用いる際、3 回書き間違いを犯している事
実とも符合している（216 頁、26 行、28 行。217 頁、4 行）。第一部ではヘルダーリンの
手跡は危なげないものとなっているように見える。内容からも、現在第二部とされている
部分を第一部として無理なく読むことができる。
33) これらの検分のために、ヘルダーリン・アルヒーフが所蔵している、原本の写真複写が
自由に閲覧に供された。
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訳者注記

 本訳は以下の初出稿を底本とした。本号に掲載したのはその前半部にあたる。
Dieter Henrich, "Hölderlin über Urteil und Sein. Eine Studie zur Entwicklungsgeschichte des Idealismus", in: Hölderlin Jahrbuch 1965/1966, 14. Band, Tübingen
1967, 73–96.
 後に改訂版がヘンリッヒの論文集 Konstellationen に収録された。底本の誤植
と注における引証文献の頁数、行数の誤記などは本書を参照して改めた。
Dieter Henrich, Konstellationen. Probleme und Debatten am Ursprung der idealistischen Philosophie (1789–1795), Stuttgart: Klett-Cotta 1991, 47–80.
 本論文には以下の英訳が存在する。英訳は Konstellationen 所収の改訂版を底
本としている。入手できたのが入稿間際であったため、十分に活かすことがで
きなかったが、参照して多くの示唆を得た。
Dieter Henrich, translated by Abraham Anderson, "Hölderlin on Judgment and Being:
A Study in the History of the Origins of Idealism," in: Dieter Henrich, edited by Eckart
Förster, The Course of Remembrance and Other Essays on Hölderlin: Studies in Kant
and German Idealism, Stanford: Stanford University Press, 1997, 71–89.
 なお、初出の『ヘルダーリン年鑑』掲載稿では、論文の表題の下に「カール・
レーヴィットに捧ぐ」(Für Karl Löwith)という献辞があるが（原注 1 を参照）、
本訳では省いた。

 訳文のカギ括弧〔…〕は訳者による補いである。なお原文にない記号として
〈…〉を用いているが、これは字句のまとまりや対応を示している。
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 本稿の著者ディーター・ヘンリッヒ(1927～)はベルリン自由大学、ハイデル
ベルク大学、ミュンヘン大学の教授を歴任し、国際ヘーゲル協会会長を務めた、
現代ドイツを代表する哲学者であり、師であるガダマー亡き後のドイツ哲学界
の最長老である。数多くの著作があるが、とりわけ、広い歴史的視野のもとで
の緻密なテキストの読解に基づいたドイツ古典哲学についての多くの研究はす
でに古典となっている。
 ドイツ観念論の成立史の研究において卓越した業績を残しているヘンリッヒ
が 1967 年に発表した本論文は、ヘルダーリンが 1796 年に書いた断章「判断と
存在」の解釈である。ヘンリッヒはいち早くこの断章に注目し、そのドイツ観
念論成立史における決定的意義を明らかにした。本稿はフィヒテ哲学に対し最
初に原理的な批判を行ったのはヘルダーリンであることを考証して、1790 年代
後半のドイツ観念論の黎明期にヘルダーリンが哲学者として果たした役割を解
明し、それによってヘーゲル哲学の生成史を根本的に書き換えることにつなが
った画期的論文である。後にヘンリッヒが Konstellationsforschung（配置研究）
と名付けた、本論文の第一節でも展開されている独自の思想史の研究方法を実
践した初期の論文という意味でも重要である。
 この論文を収録しているヘンリッヒの論文集 Konstellationen(1991)は本論文
を種子として展開していった研究の集成である。そこでは、探究範囲が前後へ
と拡げられており、1790 年代初頭のヘルダーリンと友人たちのテュービンゲン
における修学時代に遡って当時の思想的状況を解明した諸論文と、「判断と存
在」に端を発し、友人シンクレアやツヴィリングを経て、ヘーゲルも加わった
フランクフルトの思想的サークルへとつながる 1790 年代後半のドイツ観念論
生成の道筋を明らかにした諸論考が集められている。本論文から 25 年後にヘン
リッヒは再び「判断と存在」を取りあげ、浩瀚な研究を発表している。1992 年
に公刊された 850 頁を越える書き下ろしの大著 Der Grund im Bewußtsein は、1795
年前後におけるヘルダーリンの哲学的問題群を徹底的に究明しており、本論文
の超拡大版とも言いうる。
 こうしたその後のヘンリッヒの研究の展開と、研究の方法論を含めた、この
論文のヘルダーリン研究ならびにドイツ観念論成立史の研究に与えた影響につ
いては本訳の「下」の解題において紹介したい。

－- 126
－
18 -

