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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、本年報第 19 号）
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、本号）
5. この断章の前史
6. 展望と計画

4. シンクレアの体系草案とヘルダーリンの哲学的歩み
 ヘルダーリンがひとり孤独に思いをめぐらしながら作品を書いていたと思い
込んではならない。ヴァルタースハウゼン時代には友人との交わりはほとんど
書簡の往復に限られていたが、その後イェーナに来てからのヘルダーリンは〔家
庭教師の〕やっかいな義務から解放され、かれと同じようにフィヒテの周辺で
研究を続けていた者たちと直に意見を交換していた。かれは、世間から隠棲し
た生活をおくっていると、〔書簡において〕しばしば語っており、共同で哲学
したことについては何も述べていないが、テュービンゲン時代の友人カーメラー
(Johann Caspar Camerer)が隣に住んでいたことが分かっている 34)。そしてヘルダ
ーリンが若きシンクレア(Isaac von Sinclair)と同じ建物に一緒に住んでいたこと
も推量しうる 35)。こうした環境のもとで、フィヒテについて、そしてフィヒテ
の学説の正しさと誤りについての対話がなされたことはまったく自明である。
 「判断と存在」についてのテキストが早期に生まれたことを証するおそらく
もっとも説得力をもつ証拠を、シンクレアとの交わりから引き出すことが可能
である。そのためには、二人の交友の事実関係を確認しておく必要がある。1795
年 3 月 26 日にシンクレアはかれの指導教師であるユング(Franz Wilhelm Jung)

－- 61
－
1 -



に書簡を送っており、比類なき親友であるヘルダーリンはシンクレアにとって
輝かしく、愛すべき模範となったと言っている

36)

。二人が共に過ごした日々は

〔1795 年 6 月初めの〕ヘルダーリンの〔イェーナからの〕旅立ちによって終わ
りを告げる。シンクレアがイェーナを去ったのは、〔1795 年〕夏の学生騒乱に
関与した後のことであり、そのためにシンクレアは後に退学勧告を受けること
になる 37)。ヘルダーリンがフランクフルトに到着してまもなく、二人は再会し
た。フランクフルトにヘルダーリンが着いたのは 1796 年の年が明けようとする
直前であった〔1795 年 12 月 28 日〕。すでに 1 月 11 日にはかれはホンブルク
からフランクフルトに戻っているから、ホンブルクにはおそらく数日間滞在し
たのであろう 38)。1795 年の 6 月から 12 月まで二人の間には多くの書簡が行き
交ったに違いない。ちなみにヘルダーリンは〔1795 年 11 月 9 日付けのエーベ
ル宛て〕書簡の追伸でシンクレアに挨拶を伝えてくれるようエーベル(Johann
Gottfried Ebel)に頼んでいる。「今書いている」シンクレア宛ての手紙をやっと
半分まで書き終えた 39)と、追伸に記している。この言い方から明らかになるの
は、ヘルダーリンが長大な手紙を定期的にシンクレアに書き送っており、当然
シンクレアからも同じような手紙を受け取っていたということである。かれら
の往復書簡の間隔は短いものであったように思われる。というのもヘルダーリ
ンが 11 月 9 日に半分書き終えていた手紙を 12 月 7 日になってから〔同日付け
の〕エーベル宛ての手紙に同封したというのはありそうもないことであるから。
その間にヘルダーリンはまた別の手紙を書いていたことであろう 40)。フランク
フルトに滞在していたこの年〔1796 年〕の上半期には、ヘルダーリンはシンク
レアを定期的に訪ねており 41)、シンクレアもヘルダーリンの家を訪問したに違
いない。ヘルダーリンとの交わりに高い関心を示していたのはシンクレアの方
であったからである。「シンクレアが懇望したので、わたしはまたホンブルク
に来ている」とヘルダーリンは 1796 年 2 月 11 日に弟に書いている 42)。二人の
間で交わされた書簡および対話の内容とイェーナにおける生活から生まれた間
断のない話し合いの内容との間にはつながりがあったに違いない。すべての書
簡が失われ、第三者の証言も伝わっていないが、書簡や対話の中心が「判断と
存在」の諸問題に連なる哲学的主題であったと、推定することができる。
 この推定を、きわめて重要な意義をもつ一つの文書の助けを借りて行うこと
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ができる。理解に苦しむことに、この文書は、誰もがその原本を利用できた間
は、ヘルダーリン研究において注目されることなく放置されてきた。その文書
とはシンクレアの初期の哲学的遺稿である。
 ファルンハーゲン・フォン・エンゼ(Varnhagen von Ense)はこの遺稿を入手しよ
うと力を尽くした

43)

。かれが後々まで入手すべく尽力を続けたのは、なにより

も、遺稿の中にヘルダーリンによって書かれたものが見つけられるのではない
かという期待に導かれてのことであった。この望みはかなわなかったので、遺
稿には価値がないように思われたが、実は、この遺稿は観念論哲学の成立史に
とってきわめて高い価値をもっていたのである。今となってはファルンハーゲ
ンがこれをいかなる方法で手に入れたのかは分からないが、かれが手稿の束を
手に入れた後、その束はプロイセン国立図書館が｢哲学論議 (Philosophische
Raisonnements)ならびに一つにまとめられた組もの｣という収蔵品のグループ
に収めて保管した 44)。第二次大戦中にこの束は他の者の自筆原稿の集成と共に
シュレージエン〔現ポーランドのシロンスク〕に疎開したが、それ以来、行方
不明になったとされる。おそらく、湮滅してしまったのではなく、ポーランド
当局によって接収され今日まで留められたままなのであろう 45)。
 その早世が惜しまれるシンクレア研究家、ヴェルナー・キルヒナー46)は第二
次大戦前にこの遺稿の写しを作成することができた。当初、かれは「哲学論議」
をフィヒテの講義の聴講ノートであると考えていた。そのような見方は根拠が
なく、〔後には〕おそらくキルヒナーも放棄した。そうでなければキルヒナー
はたいへん骨を折ってわざわざこのテキストをタイプで書写したりはしなかっ
たであろう。ハンネローレ・ヘーゲルは現在、シンクレアの哲学についての論考
という枠内でキルヒナーによる写しの編集に従事しており、それによって観念論
の初期の歴史に由来するもっとも本質的な文書のひとつを公表しようとしてい
る 47)。一昔前にスイスで書かれた〔ヴァルター・ロッツ〕の学位論文は〔その表
題に掲げた〕課題を果たすことができなかったことを示している 48)。とはいえ、
この論文からもヘルダーリン研究は重要な示唆を得ることができたはずである。
 オリジナル原稿が残っていない場合、テキストの年代決定にはかなりの困難
が伴う。しかしながらこのテキストの場合、この束が 1796 年に由来するという
ロッツとキルヒナーによる推定を確かな証拠によって裏付けることが可能であ
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る。すなわち、キルヒナーはシンクレアがあるコンサートの告知のチラシに書
き留めた短いテキストを書き写している。その告知は次のように言う。「ご要
望にお応えして、本日 1795 年 12 月 6 日、マンハイム出身のピクシス氏、弱冠
9 歳はホンブルク・フォーア・デア・ヘーエのアレーハウスにて二回目の器楽
演奏会を催す栄に浴する」。この紙片に書き付けられたシンクレアのテキスト
には、後に仕上げられた草稿の基礎となる理念が要約された仕方で含まれてい
る 49)。この紙片によって、テキストが書かれた時間的上限は示されている。下
限も見当が付く。たまたま手元に書き留める紙がなかったからコンサートのチ
ラシを用いたのであり、だいぶ時間が経ってからシンクレアが昔のチラシを手
にとったという可能性は排除できる。ルードヴィヒ・シュトラウスは、シンクレ
アの〔同郷である〕ホンブルク出身の友人、ツヴィリング(Jakob Zwilling)の遺
稿の一部から、ツヴィリングが 1796 年 4 月 26 日にイェーナの教授に宛てて出
すつもりであった手紙の下書きを抜粋している 50)。そこには次のように言われ
ている。「知識学を読むたびに嬉しく思うことがあります。それは構想力につ
いての崇高な思想です。ギリシア語がとても堪能なシンクレアは、プロメテウ
スは反省と同じものを意味している、とわたしに言いました。われわれをオリ
ンポスから引き離したプロメテウスに対し、再びわれわれを〔オリンポスへと〕
引き上げて連れていくものとして、わたしは構想力を対置します」。このプロ
メテウス解釈は、シンクレアが「哲学論議」において展開している思想と関連
づけることによって初めて意味を読み取ることができる。
 本稿では、「哲学論議」の思想を十全な仕方で描出することも、それにふさわ
しい仕方で評価することもできない。その概略を示し、若干の文を抄出するこ
とで満足する他はない。シンクレアがヘルダーリンに依存していること、なら
びにヘルダーリンが「判断と存在」についてのテキストに書き下ろした思想を
シンクレアが熟知していたことは、そうした素描からも十分に明らかとなろう。

〔シンクレア「哲学論議」の要旨〕
 根源的統一はあらゆる措定なしに存在し、それゆえ非措定(Athesis)であって、
それ自体、平和と呼ぶことも可能である。こうした統一に反省を通して到達す
るものは分離である。すべての知はこの反省のうちを動く。分離は根源分割
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(Urteilung)とも呼びうる。その理由は、ひとつにはそれが最初の分離であり、も
うひとつには、われわれは知において分離を越えることはできないからである。
しかし知がそれ自身から生まれることはないのは、知の最高原則が要請という
性格をもっていることから明らかとなる。反省という媒体において分離の中に
根源的統一が立ち現れるが、それは回復されることを意志するものとしてであ
る。反省はこのように、諸々の制約についてのわれわれの意識と諸感覚(Gefühle)
の可能性を基礎づける。この統一を措定しようと欲するや否や、統一は反省の
対象、すなわち Theos〔テオス、神〕となる。この神を表すギリシア語〔Θεός〕
は、神概念の起源が措定的反省にあることを示しており、また、平和という真
に根源的な、措定によらぬ統一(athetische Einheit) との区別を示している。だが、
措定によっては根源についての真の概念に到達することはできない。あまねく
存在している神、すなわちスピノザの神をありありと思い浮かべるには、およ
そ反省はそれ自身によっては生まれることはないこと、そして、反省は統一
―反省にまったく依存していない存在―を前提としていることを明瞭に認
識する必要がある。このような存在を思惟することが可能なのは、〔それを〕
あらゆる反省と分離の揚棄として思惟するときのみである。フィヒテはこの存
在を措定によって捉えようとする誤りを犯した。そうした方法では、この存在
は絶対的措定であるフィヒテの絶対我になってしまう。懐疑主義が措定に満足
しようとせずに、措定の中には有限的なものがあることを、調和(Einigkeit)の要
求に対しては不十分なものがあることを証示しているのは、懐疑主義の正しさ
を示している。観念論者たちは反省の権利を主張し、あらゆる分離を独断論的
に否定しているが、懐疑主義がなし遂げていることは、こうした観念論者たち
を越えている。懐疑主義はまた、〈措定によらぬ根源〉への回帰を要求して徒
労に終わっている者たちをも越えている。だが懐疑主義はまだ最高のことをな
し遂げてはいない。すべての哲学の視点はまったく新しい仕方の措定において
統一することが可能なのである。「自我が、自我が行う措定について反省するこ
と、すなわち、自我が、自我が行う措定に依存しないものを知ろうと欲するこ
とは、自我というものが反省という分離を揚棄し、対自我存在(Für-das-Ich-sein)
を絶対的存在へと変えようとする強い志向をもつことを証示している」。フィ
ヒテは措定という根本概念がもつ相対性について熟考しなかった。もしもフィ
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ヒテがそうしていたなら、「かれは自我に対する措定よりも高い措定に、すな
わち Ἀεὶ ἑαυτὸν Θέσιν〔絶えざる自己措定〕に、つまり感性学(Ästhetik)に到達し
ていたことであろう」50a)。このように措定は〈つねに存在しているもの〉を、
すなわちスピノザの存在を注視しつつ行われるというのが、ここで言われてい
る感性学(ästhetische Wissenschaft)の意味であり、同時にこの学を呼ぶのに用い
られている語〔Ästhetik〕の意味を明らかにしている。シンクレアはこの感性学
に次の三つの課題を割り当てている。
 (1) あらゆる反省に先立つ存在の確認。
 (2) あらゆる分離からの平和の回復―この目標は無限なものへと通じてお
り、反省の内部ではけっして完全には現実化することができず、それゆ
え、この目標は要請に留まる他はない。
 (3) 自己を示す万物、反省を媒介とせず、あるがままに存在する万物に対す
る感覚の陶冶。このような万物に属しているのは、何よりも、美しき自
然である。「自然から平和が消え去ることはけっしてなかった。自然に
は目的がない。自然はただ存在する」。自然から目的を引き出すのは、
目的論としての反省のみである。

 とりわけ最後の命題が明らかにしているのは、シンクレアが力を尽くしたの
は、平和というヘルダーリンの根本語とヘルダーリンの自然体験を思弁的連関
のうちに取り入れることであったことである。この命題は、友人ヘルダーリン
を見据えつつ書かれたと想像する他はない。根源分割を根源的存在から区別す
ることは、ヘルダーリンのテキスト「判断と存在」においてなされている区別
と同一である。根源的存在が、主体と客体をその部分とする全体の必然的な前
提として自らを明かすという思想は、シンクレアのテーゼにおいていっそう明
確な仕方で再び現れている。そのテーゼとは、〈反省は、反省が措定によって
は到達することのかなわぬ存在を前提としなくてはならない〉というものであ
る。この思想にはまた、ヘルダーリンがイェーナを退去した後に伝えたいくつ
かの理念も加えられている。
 これらの理念の源として挙げられるのは、とりわけ次の四つである。シラー
宛ての 1795 年 9 月 4 日付け書簡

51)

。ニートハンマー(Friedrich Immanuel
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Niethammer)宛ての 1796 年 2 月 24 日付け書簡 52)。『ヒュペーリオン』最終前稿
の序言

53)

。詩『知ることのかなわぬ者に寄す』54)。シンクレアの草稿を媒介と

したならば、これらのドキュメントは相互の脈絡が容易に通るようになり、違
いの方は目立たなくなるだろう。シラーに宛ててヘルダーリンが書いているの
は、自分は哲学の無限の進歩の理念を発展させようと試みている―この進歩
は哲学自身の進歩、ならびに哲学の内部に留まらぬ、倫理的な世界形成の無限
の進歩である。この目的のために、いかなる体系に対しても発せられる絶えざ
る要請、すなわち、主体と客体を絶対者―それを「自我」と呼ぶのはあまり
ふさわしくない―において合一させるという要請から出発しなくてはならな
い

55)

。「判断と存在」についてのテキストで、この要請と対応しているのは全

体の「必然的な前提」である。シラー宛て書簡で述べられている、全体の「必
然的な前提」は、「判断と存在」の論述を越えて、シンクレアによって定式化
された、無限の進歩における統一の回復の要請をも意味しており、それはシン
クレアの場合と同様に、美を直観することによる統一の感性的現実化である。
ヘルダーリンは書簡におけるこうしたさまざまな示唆を次の文で締めくくって
いる。「わたしはそれによって、懐疑主義者がどこまで正しく、どこが正しく
ないのかを証示することができると思います」。この言葉によってヘルダーリ
ンは、シンクレアの草稿の構成において、またシンクレアの後年の体系におい
ても重要な役割を演じている思想が、自分のものであると宣言している。
 『ヒュペーリオン』〔最終前稿〕の序言―それは改稿するためヘルダーリ
ンにコッタ書店が送り返した―は、同一の基礎の上に建てられている。「至
福の統一である存在は、語の本来の意味では、われわれにとって失われている」。
われわれはそれから引き離されてしまったが、それはわれわれがそれを獲得し
ようと努めるためである。とはいえ「われわれの知もわれわれの行動も、現実
のある時点において、すべての争いが止むような場所に到達することはない」。
あらゆる平和の中の平和は回復不能なまでに消滅している。とはいえ、無限の
合一が、すなわち言葉の真の意味での存在がもう存在していないとしたなら、
われわれはその平和を目指して努力することさえしないだろう。それは存在し
ている―美として。ヘルダーリンがニートハンマーに伝えた一連の哲学的書
簡のための理念の素描は、―ヒュペーリオンの歩みから説明しうるいくつか
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の特殊な事柄を別にすれば―〔『ヒュペーリオン』最終前稿の〕序言とその
構図がまったく合致している。その歩みは出発点である失われた自然から、親
密とよそよそしさからなる多くの変転を経て、根源的統一の残照を守っている
自然へと至る。この平和の統一という、思惟が及ばぬ根拠によってあまねく統
宰されている自然は今や、ヘルダーリンが『知ることのかなわぬ者に寄す』(An
die Unerkannte)という献題をつけた詩において問いかけられている。この詩で表
明されているのが、イェーナでは軽視していたために認識することができなか
った自然(zu der ... unerkannten Natur)へとヘルダーリンが回帰したことであると
考えるのは誤っている 56)。この詩で語られているのはただ、自然はいかなる知
においても回復されることはできない、なぜならば自然は、あらゆる分離と、
したがってあらゆる意識にも先行して存在しているものに基づいているからで
ある、ということである。自然はひとつのもの(das Eine)を守っている。そして
なんぴと

それゆえ何人も自然を認識(erkennen)することはできない。人ができるのは、自
然が分離の痛みを和らげてくれるようにと、ひたすら自然を信じ頼ることだけ
である。自然は

ひとつのものを守っている。きみが 星々が満ちた天空に、
遙か彼方のあらゆる時代のうちに、
嵐の下、大胆なる旅の途上で探し求めるひとつのものを。
あ た ま

それは死すべき者の悟性が思いつくことなく、
いかなる德もまだ得ることはかなわなかった。
自然は平和という黄金の果実を守っている 57)。

 シンクレアとヘルダーリンはこの思想において一つであった。しかし、この
思想が展開する元となったのはヘルダーリンの経験であった。この思想を最初
に定式化し、友であるシンクレアに伝えたのもヘルダーリンであったに違いな
い。シンクレアはとりわけ体系的に展開する才と根気に秀でており、またそれ
を実行する余裕をもっていたので、ヘルダーリンはそれによって恵まれた時間
を得られ、『ヒュペーリオン』の完成に力を注ぐことができたのである。
 成熟した理論の存在を前提としている〔1795 年 9 月 4 日付けの〕シラー宛て
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の書簡と〔1795 年 6 月初めの〕ヘルダーリンのイェーナからの退去との間には
わずか三ヶ月しかない。この時間の短さに着目するだけで、この書簡で述べら
れている理論の基礎がすでにイェーナにおいて形成されたことが推量できよ
う。それとは別に、ヘルダーリンとシンクレアの間の〔理論の〕共通性は、同
じことを想定することを要求している。意見の交換が書簡だけに限られていた
ならば、二人の理論的共通性はこれほど完全にはけっしてなり得なかったであ
ろう。〔「判断と存在」についての〕テキストのこのような後史を勘案したな
らば、〔上述の〕正書法の統計による鑑定結果を承認する他はない。
5. この断章の前史
 答えなくてはならない問題がまだ残っている。それは、〔「判断と存在」の〕
早い成立時期とイェーナ時代の断章群の文体や思想世界がどのようにして矛盾
なく両立しうるかという問題である。この問いに答えが与えられなかったなら
ば、〔「判断と存在」の〕年代決定と著者問題には異論の余地が残るであろう。
そして、ヘルダーリンの作品の中のこのテキストの存在は未解決の謎であり続
け、それとともに、新たな解決の道を探ろうとするすべての理解の試みにとっ
てのつまずきの石であり続けることだろう。それゆえ、われわれはもう一度テ
キストそのものと、その前史に向かわなくてはならない。
 1795 年 1 月 25 日にヘルダーリンはヘーゲルに宛て、フィヒテの哲学につい
て書き送っている 58)。この書簡の中でヘルダーリンは、〈フィヒテはすでに論
駁ずみの独断論に新しい命を吹き込もうとしているのではないか〉という疑い
を抱いている多くのカント主義者の一人として、次のように語っている。「か
．．
れ〔フィヒテ〕は意識の事実を理論において超えていこうとしている」。ヘル
ダーリンはこの理論的越境に対し疑念を抱く。「判断と存在」のテキストにお
いて、根源分割(Urteilung)に先だって存在する全体をカント的に「必然的な前提」
(notwendige Voraussetzung)と呼ぶようにヘルダーリンを促したのもこの疑念に
他ならない。ヘルダーリンは、フィヒテの絶対我において古の〈実在性の全体
(Omnitudo realitatis)〉
〔All der Realität…カント『純粋理性批判』B604〕の構造が再
び姿を現していると認めるが、同時に、絶対我は、そこにおいて万物が存在し、
その外には何も存在しないスピノザの実体と同様の機能を果たしていると見る 59)。
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 さしあたってヘルダーリンはまだ、このような想定に何らかの正当性を認める
準備があるわけではない。かれはフィヒテをカントによって矛盾へと追い込むこ
とを試みる。すなわち、絶対我の外には何も存在しないのなら、絶対我は客体な
しに存在する。だが、その場合、絶対我は意識がなくても存在する。そもそも絶
対我が私のうちに有るのなら、私が絶対我についての意識をもつことはできない
だろう。しかし、絶対我を意識することが端的に不可能ならば、絶対我は意識す
る存在である私にとって、まさしく無であり、空虚な想定である。
 〔ヘーゲル宛て書簡の〕この考察が「判断と存在」のフィヒテ批判と同一で
はないことは確かである。しかしヘーゲル宛て書簡の考察は、この思想の比類
のないひとつの言い回しを通して、「判断と存在」のフィヒテ批判の中へと移
し入れることが可能である。すなわち、そもそもあらゆる意識に先だつ絶対者
を想定する哲学的根拠がもたらされるようなことがあったとしたら、絶対者を
あらゆる意識から論理的必然として区別しなくてはならない。だとすれば絶対
者を、誤解を受ける余地のある「自我」とは呼ばずに、絶対者に対し、はっき
りとスピノザの実体の機能を付与した方がよい―それは理論的認識を越えて
はいるが。プラトンやシラーとともに合一の可能性を〔思索の〕主題としてい
るヘルダーリンにとって、かれが「判断と存在」において展開した、以下の根
拠は十分に説得力のあるものとなり得た。すなわち、あらゆる意識を形成する、
主体と客体の区別に先んじて―それ自体はつねに認識され得ないままである
―全体を思惟しなくてはならないのである。
 この書簡の中で、ヘルダーリンはヴァルタースハウゼンにいた時にすでに、
以前のフィヒテ批判、カント的な立場からのフィヒテ批判を書き記していたこ
とを、ヘーゲルに伝えている 60)。書簡のこの文に続く数行は破り取られている
が、ヘルダーリンがイェーナに滞在していた 1 月にもなお、フィヒテとヤコー
ビ/スピノザの間の一致には豊かな可能性があるとみていたことが読み取れる。
 この一致はヘルダーリンにとって、ヴァルタースハウゼン時代よりもさらに
重要になっていたことは明らかである。にもかかわらずかれは、その時点でも
なお、以前の批判には伝える価値があると考えていた。フィヒテに対する批判
とフィヒテの知識学にスピノザを投影することによって拡張するという、この
二つが相俟つことによって初めて、「判断と存在」についてのテキストの立場
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に到達することが可能となる。9 月のシラー宛て書簡と 1 月のヘーゲル宛て書
簡の間に存在するこのテキスト〔「判断と存在」〕はこのように、むしろヘー
ゲル宛て書簡の近くに、すなわち、イェーナ時代の後期に置かれるべきである。
 初期の〔フィヒテ〕批判におけるカント主義との密なる連関は、ともすると
見落とされかねない「判断と存在」の一つの特徴に注意を向けさせる。すなわ
ち、このテキストも、本質的徴表においては、変わることなくカントの思想の
圏内に留まっている。つまり、端的な存在はたんなる前提であり、自我はつね
に自己意識であり、様相性の規定は相異なる認識能力に対応しており、われわ
れにとって思惟することがかなわぬ存在は知的直観である。ヘルダーリンのフィ
ヒテ批判はフィヒテの知識学を周到に精査したものではない。かれは知識学を
カントとヤコービによって育まれた目によって考察して、知識学のスピノザと
の一致に着目し、批判哲学の基準を適用して知識学に対し判断を下した。ヘル
ダーリンにとって知識学が意味をもつのは、それが他の方法では結合
(vereinigen)させることができない思想を相互に結びつけることを可能にするか
らであると言えるかも知れない。すなわち、知識学はカントから根源的統一の
承認をかろうじて取りつけ、同時にヤコービ/スピノザの〈批判を欠いた独断論〉
という汚名をそそぐ 61)。知識学がこれを可能にするのは、知識学が認識自体に
先んじて主体と客体の分かちがたい統一を思惟するからである。知識学の欠陥
はただ、この統一を自我と呼んだことである。フィヒテ固有の問題はまさにこ
の同一化によって立てられており、それなしには成り立たないのであるが、そ
れをヘルダーリンは見抜くことができなかった 62)。
 それゆえ、ヘルダーリンのイェーナ時代の断章群が徹頭徹尾カント的である
ことと、かれがそれと同時期に「判断と存在」の理念を起草したと推論するこ
との間に矛盾はない。かれは最後まで、かれの友人たち〔シェリング、ヘーゲル〕
よりもずっとカントの近くに留まり続け、まさにそれゆえに、知の認識するこ
とのかなわぬ根拠と無限の進展についての命題に対しても忠実であり続けたの
であった 63)。ヘルダーリンがフィヒテから解放される最初の者となり得、そし
てフィヒテ批判のためにヤコービ/スピノザの原理を首尾一貫した仕方で引き
合いに出すことができたのも、まさにかれのカント主義によってであるという
ことは、奇妙ではあるがまったく尤もなことである。 『哲学の原理としての自
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我について』においてシェリングは同じ道を進んでいた―引き受けている問
題の負荷はより重いが、〔ヘルダーリンに比べ〕はるかにわずかしか〔哲学的
に〕先へと進んでいない。
 答えが与えられていない問いがまだ一つ残っている。『ヒュペーリオン』の
諸草稿においてヘルダーリンは、「判断と存在」の助けを借りたならば免れる
ことができたような、そして実際にニュルティンゲンではその方法によって免
れていた難点のため、思案に暮れていた。もし本当にヘルダーリンが〔「判断
と存在」の〕新しい方法をすでに我がものとしていたのなら、何故ヘルダーリ
ンはこの方法を採らなかったのか。この問いに対しては説得力のある説明を提
示することができないことを認めざるを得ない。とはいえ、『ヒュペーリオン』
は哲学のテキストではなく、「判断と存在」は完成した体系ではない。「判断
と存在」によって、さしあたりヘルダーリンが欲したのはフィヒテの誤りを明
らかにし、この誤りへと導いた諸理由について診断を下すことであった。より
蓋然性が高いと思われる〔読みの〕可能性を採用し、このテキストを〔「判断」
からではなく〕「存在」の章から読み始めてみると、このこと〔ヘルダーリン
の執筆目的〕はきわめて明白となる。ヘルダーリンが、再び獲得されたスピノ
ザから人間の人生行路についての説を展開することがただちにできるようにな
ったと想定する必要はない。〔『ヒュペーリオン』の〕最終前稿の序言におい
ても、まだこの課題は十全な仕方では解決されていなかった。離心的道程(die
exzentrische Bahn)についての説を展開すべく「異邦人」の語りが置かれたので
はあったが。われわれが確認することが可能なのは、さしあたりヘルダーリン
はもっぱらカント、プラトン、シラーに基づいて―フィヒテに対し幾ばくか
の顧慮を払ってはいるが、フィヒテの本来の根本思想を取り入れることも、ま
たそれを批判することもなく―この説を展開する試みを続けたということだ
けである。結局のところ、『ヒュペーリオン』はすでに書肆に売却された作品
であり、「判断と存在」についてのテーゼは、きわめて個人的な書付にすぎな
かった。以前の問題設定によっては、この語りを文芸作品として説得力をもつ
ものへと仕上げることすらもけっしてうまくいかないということが、ヘルダー
リンにとって明らかになったと想定してはならない。ヘルダーリンがこの新し
い思想のうちにかれの生にとって本質的なものとなったすべてを入れ込むこと
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ができることを認めたとき、この新しい思想を体系へと展開することはかれに
とって大きな励ましであったに違いない。異邦人の語りを構想するのにきわめ
て多くの労力を費やしたにもかかわらず、ヘルダーリンはそれを最終的に放棄
したが、それがいつのことであるかは分からない。いずれにせよ、シンクレア
のホンブルク時代の体系草案につながっていく、シンクレアとの共同の哲学的
思索の礎が築かれたのが、まだイェーナ滞在中であったことは確かである。
6. 展望と計画 64)
 ヘルダーリンがフィヒテに対抗させてヤコービ/スピノザを高く評価するよ
うになったのは、周囲の発言の影響を受けたためということも、おそらくあり
得るだろう。シェリングがスピノザ主義者となったことを、シェリングが自分
の口からはヘルダーリンに伝えていなかったとしても、ヘーゲルがヘルダーリ
ンに手紙で知らせていたであろうことは確かである。若い時からのフィヒテの
友人であるヴァイスフーン(Friedrich August Weißhuhn)はすでにイェーナにお
いて、フィヒテに対し、〈フィヒテの体系は「主観的なスピノザ主義」である〉
という非難を加えていた 66)。
 そしてスピノザの正当性についてイェーナでは、シュヴァーベン出身の神学教
授パウルス(Heinrich Eberhard Gottlob Paulus)が弁護していた―パウルスの家に
はヘルダーリンも出入りしていた

67)

。その後まもなく、イェーナ時代のフィヒ

テの他の弟子たちが―その中にはフリードリヒ・シュレーゲル 68)もいる―
速やかに、そして各々独立してスピノザ主義へと移行していった。かれらの歩
みもまたすでにかれらの世代の意識の中で準備されていた。
 とはいえヘルダーリンは、かれの思想の理論的必然と詩人としての生の真剣
さによって、フィヒテに抗する批判的転回と哲学体系の基礎づけをなし得た最
初の者となった。年少の友人であるシンクレアはこの哲学体系を仕上げること
を試みた。それは後にヘルダーリンの詩論を自分の名前で公表したのと同様で
ある 69)。この哲学体系がヘルダーリン自身にとって果たした役割は、自分の詩
作の意味の理解を深化させたことと、四年にわたり心血を注いできた作品〔『ヒ
ュペーリオン』〕を完成させる助けとなったことである。ホンブルク時代の詩
論が生まれたのも同じ要求からである。その詩論はイェーナにおいて初めて据
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えられた基礎の上に建てることができたもので、その基礎をヘルダーリンはそ
の後、けっして放棄することはなかった。
 シンクレアもこの基礎を保持し続けた。たとえ基礎を確固たるものにするに
あたってのシンクレアの寄与が大きかったことが確かであるにせよ、その基礎
をシンクレアはヘルダーリンに負っていた。シンクレアは自分の独自性のうち
のいくつかをとくに重要であると考えて、後になってこの基礎の上に自分の体
系をうち建てたのであるが、そのやり方を提示することも可能であろう。シン
クレアは自分では、その独自性ゆえにヘーゲルと肩を並べることができると思
っていた 70)。とはいえ、友人ヘルダーリンとともにシンクレアも、若き時に書
いた「哲学論義」を際立たせている説得力を失ってしまったが、シンクレアが
得意とした、体系的に展開し統合する能力はその時にもなお生きていた。
 もしわれわれが「判断と存在」についてのヘルダーリンのテキストを正しく
解釈できたならば、観念論の成立史を、多くの点でこれまでよりも厳密に再構
成することも可能となるに違いない。ヘルダーリンは自分がシェリングに影響
を及ぼすことができると考えた 71)。今や、いかなる意味でこの影響が実際に起
こったのか、これまでより容易に判断を下すことができる。全体としてはシェ
リングはかれ独自の道を歩んだ。それとまったく異なるのはヘーゲルである。
ヘーゲルがフランクフルトにやって来たとき、すでにシェリングの教説を知り、
フィヒテを読むことを試みていたとはいえ、かれの哲学はカントの思想圏に留
まっていた。ヘルダーリンとその友人たちのサークルで、ヘーゲルはただちに
かれの立場を変えて、ほんの数年の後にイェーナの体系へとかれを導いていく
ことになる基盤に到達した。フランクフルトでヘーゲルはフィヒテを我がもの
としているが、それはすでに友人たちの解釈を経たフィヒテであった。そして
そこでかれが展開している術語はシェリングからよりも、むしろシンクレアの
体系から引き出すことができよう。
 しかし友人たちの助けによって自己自身の理解へと到達したのは、ヘーゲル
であった。こうした照応を把握することが可能なのは、まさに根本的な諸前提
が、人生の始めから、そして思惟の特質の違いを超えてヘーゲルをヘルダーリ
ンに結びつけていたからである。その一つはテュービンゲン・シュティフト時
代の経験であり、それはヘルダーリンの哲学的道程の中にも決定的な仕方で入
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り込んでいる。しかし、他ならぬヘルダーリンが自由の道を汎神論の軌道へと
導いたことについては、なおいっそう深い解明が必要である。思弁的観念論は
全体としてそもそも何であったのかという問いに対する答えが与えられたとき
にのみ、そうした解明も与えられよう。

原注
34) 書簡 95 番、99 行、全集 6 巻、159 頁、および 711 頁、31 行以下。
35) 全集 6 巻、741 頁、21–22 行。
36) 全集 6 巻、741 頁、18 行。
37) 1795 年 11 月 25 日付けのシンクレアのイェーナ大学宛て書簡（イェーナ大学文書館、161
部門、番号 2224a）。
38) 書簡 114 番、17 行および次行、全集 6 巻、198 頁。
39) 書簡 106 番、60 行、全集 6 巻、185 頁。
40) 書簡 106 番、60 行、全集 6 巻、185 頁、および書簡 109 番、37 行、全集 6 巻、189 頁を
参照。
41) 書簡 114 番、18 行、全集 6 巻、198 頁、および書簡 116 番、18 行、全集 6 巻、201 頁、
および書簡 121 番、86 行、全集 6 巻、210 頁。
42) 書簡 116 番、18–19 行、全集 6 巻、201 頁。
43) 『ファルンハーゲンの日記（遺稿より）』、2 巻、ライプツィヒ、1861 年。「1844 年 6
月 11 日（火曜日）の覚書」ほか。
44) ルードヴィヒ・シュテルン編『ベルリン王立図書館所蔵のファルンハーゲン・フォン・
エンゼの収集品』、ベルリン、1911 年、764 頁。
45) この推定を裏付ける確かな間接的証拠がいくつか存在するが、それについては適当な時
期に公表する予定である。
補遺：旧プロイセン国立図書館所蔵の自筆原稿の集成がポーランドの所有に帰したこと
を著者〔ヘンリッヒ〕は以下で立証した。「クラクフへの旅の途上のベートーベン、ヘ
ーゲル、モーツァルト」、『ノイエ・ルントシャウ』、88 巻、2 分冊、1977 年、165–199
頁。その後すぐにポーランド当局によってもこの事実が認められた。その少し後に、こ
れらの自筆原稿はクラクフのヤギェウォ大学図書館において再び閲覧できるようになっ
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た。
46) キルヒナーは『シンクレアに対する大逆事件裁判』、マールブルク、1949 年（アルフレ
ート・ケレタートによる後書が付された改訂新版、フランクフルト、1969 年）を出版し
た後、シンクレアについてのさらなる研究を準備していた。
47) キルヒナーの遺稿は未亡人によってヘルダーリン・アルヒーフに寄贈された。ヘルダーリ
ン・アルヒーフで著者〔ヘンリッヒ〕はシンクレアの原稿の意義に気づいた。アルヒーフ
館長のホフマン博士から閲覧ならびに公刊の許可を頂いたことに著者は謝意を表する。
補遺：ハンネローレ・ヘーゲルによる版は 1971 年に『イサーク・フォン・シンクレア
―フィヒテ、ヘルダーリン、ヘーゲルの間』という表題でフランクフルトにおいて刊
行された。最近になって閲覧が可能となったオリジナル原稿と対照してみると、キルヒ
ナーによる筆写に基づいたこの版は今後も引証に用いて差し支えないことが明らかとな
る。（Ch. ヤメ「イサーク・フォン・シンクレアの『哲学論議』―そのオリジナル原稿
の再発見に寄せて」、『ヘーゲル研究』、18 巻、1983 年、240–244 頁を参照）
48) ヴァルター・ロッツ『フリードリヒ・ヘルダーリンとイサーク・フォン・シンクレアの
関係とかれらのヘーゲルとの関わり』（哲学学位論文）、バーゼル、1925 年。
49) このテーゼを立証する資料は前述のハンネローレ・ヘーゲルの著作にみることができる。
〔コンサートの告知に記された断章は、注 47 補遺に引かれている H. ヘーゲルの著作の
付録に収録されている(244–245 頁)。〕
50) ルードヴィヒ・シュトラウス「ヤーコプ・ツヴィリングとかれの遺稿」、『オイフォー
リオン』、29 号、1928 年、368–396 頁。同 388 頁を参照。残念なことにツヴィリングの
遺稿は第二次大戦が終わって以来、跡形なく消え失せてしまった。アドルフ・ベックと
著者〔ヘンリッヒ〕がさまざまに力を尽くしたにもかかわらず、バート・ホンブルクに
おけるこの遺稿の探索はまだ成功していない。
補遺：遺稿の探索についてお伝えできるすべての資料と調査の最新の状況については、
以下の論文で報告しておいた。D. ヘンリッヒ「ヤーコプ・ツヴィリングの遺稿―思想、
報告、資料―その喪失を機に」、Ch. ヤメおよび O. ペゲラー編『ドイツ精神史におけ
るホンブルク』所収、シュトゥットガルト、1981 年（同論文の短縮版はヘンリッヒ『諸
構図』、83 頁以下）。ならびに、D. ヘンリッヒおよび Ch. ヤメによる編集と解説『ヤー
コプ・ツヴィリングの遺稿―再構成』、『ヘーゲル研究』別巻、28 号、ボン、1986 年、
13 頁以下。
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50a)補遺：ハンネローレ・ヘーゲル（前掲書〔注 47〕、152 頁、ならびに 254 頁）はシンク
レアが用いているギリシア語の略号で書かれた定式に対して、本論文とは異なる読みを
採用し、別様に解釈した。その読み方は以下に挙げている「感性学」(Ästhetik)の課題に
対しても同様に対応している。かの女の読みの正しさは、今は利用可能となっているシ
ンクレアのオリジナル原稿によって裏付けられた。
51) 書簡 104 番、全集 6 巻、180 頁および次頁。
52) 書簡 117 番、全集 6 巻、202 頁および次頁。
53) 全集 3 巻、235 頁以下。
54) 全集 1 巻、197–198 頁。
55) 書簡 104 番、14 行、全集 6 巻、181 頁。この箇所同様、以下における書簡からの報告も
たんなる言い換えではない。それはまた、ヘルダーリンの思考過程を明瞭に際立たせる
ことによって、解釈に資するだろう。
56) 全集 1 巻、496 頁、3 行以下。
57) 言うまでもなく原詩の終わりには疑問符がある。
58) 書簡 94 番、全集 6 巻、154 頁以下。
59) 全集 6 巻、155–156 頁、39 行以下。フィヒテの思惟とかれの言語にはフィヒテ自身がま
だ提示していない解釈を必要としていることを、ヘルダーリンは初めから見抜いていた。
それはたんにフィヒテの読者すべてが陥る理解の困難の帰結であるだけではない。ヘル
ダーリンはフィヒテの言語がフィヒテの練り鍛えられた確信とは両立しないと感じてい
た。フィヒテの言語が伝えようとしている事柄はヘルダーリンにとって格別な意義をもっ
ていると感じられた。以下の書簡の評言の調子を参照せよ。書簡 94 番、48 行と 65–66 行。
書簡 97 番、76 行。書簡 103 番、54–55 行。書簡 104 番、14 行。ならびに全集 3 巻、190
頁、20–21 行。
60) 書簡 94 番、57 行以下、全集 6 巻、155 頁および次頁。
61) 〔「判断と存在」における〕根源的存在は、外見上は正当な手段によって批判主義の原
理である意識から演繹されたものである。根源的存在への歩みはフィヒテの手段と原理
的に区別することができない手段が用いられた。それゆえ、「判断と存在」の思想への
道はプラトンへの回帰に比べ、はるかにカントの批判の近くに留まっていると、ヘルダ
ーリンは完全に信じることができたのである。プラトンへの回帰はカントの引いた限界
線をまさに一歩越えていくことを意味しているように見えたのである（書簡 88 番、96 行、
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全集 6 巻、137 頁）。『ヒュペーリオン』のイェーナ時代の諸稿においてもまさしくヘル
ダーリンはかれの思想に対するカント的な立場からの異論を論駁することに力を注いで
いた（全集 3 巻、192 頁、4 行、および 202 頁、3 行を参照）。
62) 拙著『フィヒテの根源的洞察』、フランクフルト、1967 年。
63) 狂疾期においてもなお、カントはヘルダーリンの唯一の哲学についての記憶であった。
伝えられているわずかの言葉は、ヘルダーリンの作品における哲学の役割を解き明かす
ことができたときにのみ、その意味を読み取ることが可能となろう。
64) 以下においては、問題の広がりを―テーゼによって―示したにすぎない。それらに
ついては拡大された諸々の研究が可能であり、緊要となっている。
65) 『ヘーゲル往復書簡集』、1 巻、22 頁。
66) 1794 年 10 月 26 日付けのシラーのエールハルト〔Johann Benjamin Erhard, 1766–1827, 医
師で哲学の著述も残す〕宛て書簡〔『シラー全集』（国民版）、27 巻、72 頁。『ヘルダ
ーリン年鑑』の初出においては「10 月 28 日付けゲーテ宛て書簡」とあるが、『諸構図』
版により訂正。…訳者〕。ハンス・シュルツによる収集と編集『同時代人の親密な書簡
の中のフィヒテ』、ライプツィヒ、1923 年、26 頁および次頁を参照。
67) K.A.フォン・ライヒリン-メルデッグ『ハインリヒ・エーバーハルト・ゴットロープ・パウ
ルスとその時代』、1 巻、シュトゥットガルト、1853 年、97 頁と 226 頁から推測しうる。
68) E. べーラー編『批判版フリードリヒ・シュレーゲル全集』、18 巻、ミュンヘン、1963
年、4 頁以下。
69) 『文芸一般の構成、ならびにとりわけ抒情詩の構成について』（ルツィアーン編『信仰
と詩』、ベルリン、1806 年に掲載）。ヘリングラート版『ヘルダーリン全集』、3 巻、
569 頁以下に復刻。
70) 『ヘーゲル往復書簡集』、1 巻、322 頁、354 頁。
71) 書簡 111 番、36–37 行、全集 6 巻、191 頁。書簡 117 番、42 行、全集 6 巻、203 頁。

「上」の訂正（訳者）
・原注 10 1 行目（121 頁）：738 頁、4 行を参照。→ 738 頁、4 行以下を参照。
・原注 14 4 行目（121 頁）：738 頁 17 行、20 行を参照 → 738 頁 16–17 行、20 行を参照
・解題

126 頁 8 行：1796 年 → 1795 年
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訳者後記
 本訳は『ヘルダーリン年鑑 1965/1966 年』に掲載された初出を底本とした。
本号に掲載したのはその後半部にあたる。
Dieter Henrich, "Hölderlin über Urteil und Sein: Eine Studie zur Entwicklungsgeschichte des Idealismus", in: Hölderlin Jahrbuch 14 (1965–1966), Tübingen 1967,
73–96.
後に本論文は 1991 年に刊行されたヘンリッヒの論文集『諸構図』に収録され
た。底本の誤植、ならびに少なからず存在する、注における引証文献の頁数、
行数、時には表題の誤記は本書を参照して改めた。『諸構図』版には本文の大
きな訂正はないが、初出よりも段落分けを少し増やしている。それについても
『諸構図』版に従った。また『諸構図』版には、いくつかの注に初出発表以降
の研究状況の進展を報告している「補遺」(Nachtrag)が付されており、本訳でも
訳出しておいた。
Dieter Henrich, Konstellationen. Probleme und Debatten am Ursprung der idealistischen Philosophie (1789–1795), Stuttgart: Klett-Cotta 1991, 47–80, 265–272.
訳出にあたって英訳を参照し示唆を得た所がある。本訳「上」の訳者注記に
おいて「英訳は Konstellationen 所収の改訂版を底本としている」と書いたのは
誤りである。英訳は『ヘルダーリン年鑑』所収の初出に基づいている。ただし、
一部の注を本文に繰り込むなどして、注の数が減らされている。また、初出の
注の誤記の多くは直っていない。
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, 269–273.
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 本論文における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」とあるのは、この全集のことである。
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。
*       *       *
 本論文の意義については「上」の訳者注記に書いた通りである。ドイツ観念
論成立史の書き換えを促した、文字通り記念碑的論文と言ってよい。それゆえ
この論文の影響について語るには、その後半世紀にわたるドイツ観念論成立史
の研究の展開を述べなくてはならなくなる。研究史の展開と広がりについては、
たくみにまとめられている概観がすでにあるのでそれを参照していただくとし
て

1)

、また、ヘンリッヒのその後のヘルダーリン研究

2)

についても主題的に述

べるのは控えさせていただき、ここでは本論文に直接関わる二つの重要な問題
に絞って論及しておきたい。一つはヘンリッヒの「判断と存在」の年代考証の
方法について諸家より出されている疑問に関して、もう一つは本論文の影響を
受けた「判断と存在」の新しいテキストの提出についてである。

ヘンリッヒの年代考証に対する疑義
 ヘンリッヒの本論文における「判断と存在」の成立の考証と解釈はその後、
研究者の間に広く受け入れられた。ヘンリッヒの解釈に基本的に賛意を表して
いる者としては、マンフレート・フランク、クリストフ・ヤメ、ミヒャエル・
フランツ、マルガレーテ・ヴェーゲナストといった代表的な研究者の名が挙げ
られよう。だが、批判が出なかったわけではない。とりわけ正書法による鑑定
を絶対視する年代考証の方法については、早くから疑問の声が挙がった。
 初めて「判断と存在」のテキストを公表したバイスナーは、シュトゥットガ
ルト版全集 4 巻の編者の注記において「判断と存在」が「おそらく 1795 年の初
めにイェーナで書き下ろされた」3)と幅を持った書き方をしていた。マリア・コ
ルネリッセンによるヘルダーリンの正書法の統計を援用することによって、ヘ
ンリッヒは「判断と存在」の正書法の特徴から、その成立を 1795 年「4 月 20
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日以前、おそらくは 4 月初め頃」（本訳（上）114 頁）ときわめて狭い範囲に
限定した

4)

。そして本論文は、一見して驚くほど早いこの年代が、ヘルダーリ

ンの思想の展開の中に矛盾なく位置づけることが可能であることを証明する、
という論旨の進め方をとっている。
 ヘンリッヒの「判断と存在」の考証と解釈に関して、早くから批判を寄せて
いたのはヘルダーリン研究者のフリードリヒ・シュトラックである。1973 年に
発表された『ヘーゲル研究 別冊』に収録された論文 5)において、シュトラック
は、当時のヘルダーリンの正書法にはなお動揺がみられることを実例によって
示した。いったん新しい正書法に移行した後も、かなり長い間、古い書き方が
使われている事例も認められるので、正書法を基準とすることによってはヘン
リッヒが行っているような厳密な時期決定を行うことは難しいとした。さらに
また、ヘンリッヒが問題にしていない一つの綴り方の例を引いてシュトラック
はヘンリッヒとはまったく異なる結論を導き出している。シュトラックは「判
断と存在」の最重要概念の一つである「知的直観」の綴りに着目する。当時、
カントをはじめ普通、intektuelle Anschauung と綴られているこの術語をヘルダー
リンは「判断と存在」において intektualle Anschauung と綴っている。この綴り
方はシェリングが『哲学の原理としての自我について』で用いている綴り方で
あり、シュトラックは、ヘルダーリンはその読書によってこの語の綴りの影響
を受けたのだと主張する。綴り方だけではなく、「判断と存在」におけるこの
概念の用法も『自我論』の読書抜きには考えられないとしている

6)

。ヘンリッ

ヒが「判断と存在」を、正書法による早い成立時期の考証を前提として、フィ
ヒテ批判を基軸として解釈するのに対し、シュトラックは正書法を一つの手が
かりとして、シェリングの『哲学の原理としての自我について』を読んだヘル
ダーリンが、それとの対決を念頭において書いているものととらえている。こ
のようにシェリングとの関係を最重要の観点として「判断と存在」を解釈する
のが、シュトラックの解釈のその後 40 年間変わらぬ特徴である。
 「判断と存在」の研究史において大きな足跡を残したミヒャエル・フランツ
は 2002 年に発表した論文で、「判断と存在」の年代決定の問題を取り上げてい
る 7)。フランツは、40 年にわたってヘンリッヒのヘルダーリン解釈を批判して
きたシュトラックとは異なる立場をとっている研究者であるが、この問題では
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シュトラックに与し、ヘンリッヒが正書法を根拠とした年代決定を絶対視して
いることを批判している。フランツはヘルダーリンの正書法の変化にはブレが
あることを、シュトラックとは別個に豊富に実例を示し、以前の書き方への揺
り戻しが 1795 年末まで確認できるとする。そして、ヘンリッヒが、シュトラッ
クから批判を受けた後もこの問題に対する姿勢を変えることなく、『意識にお
ける根拠』(1992)でも、正書法の変化に基づく考証を根拠として、シェリング
との対決という視点を「判断と存在」の解釈に持ち込むことを初めから拒んで
いることは承認できないと言う。
 正書法による考証についてのヘンリッヒ批判ではシュトラックと歩調を合わ
せているフランツであるが、「判断と存在」の成立時期についてはシュトラッ
クに従ってはいない。シュトラックが「判断と存在」の成立を「1795 年 9 月な
いし 10 月」と遅めに設定しているのに対し、フランツは「1795 年 3 月初めか
ら 5 月末」、「イェーナ滞在の最後の二ヶ月中」としている 8)。一見すると、
「4 月初め頃」と推定するヘンリッヒの考証と重なっており、それほど差が無
いようにも見えるが、「4 月初め頃」ならば、『哲学の原理としての自我につ
いて』の読書の可能性は完全に排除されるのに対し、フランツの想定する時期
ではその可能性を含んでいる。フランツをはじめザントカウレン-ボックやヴェ
ーゲナストなど、研究者の多くは、「判断と存在」を解釈するにあたり、シェ
リングの影響、とくに『哲学の原理としての自我について』との関係を顧慮し
なくてはならないという点では同意している。現在、ヘンリッヒの本論文を読
むにあたり、この問題については留意しておく必要があろう。

フランツによる新編集テキスト「存在、判断、様相性」の提出
 ヘンリッヒの後、「判断と存在」の研究において大きな一歩をしるし、  
テキスト編集の領域でも新紀元を画したのはミヒャエル・フランツである。『ヘ
ルダーリン年鑑 1986/1987 年』に発表されたフランツの「ヘルダーリンの論理
学―『存在 判断 可能性』の概要について」9)はヘンリッヒの本論文以後の「判
断と存在」についてのモノグラフィーの中でもっとも重要なものである。フラ
ンツは「判断と存在」が〈ヘルダーリンの論理学〉として読みうることを提起
し、この作品が断片ではなく、まとまりをもった思考過程を含んだ草案である
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ことを強調する。そして出版を想定したものではなく、友人との口頭の議論の
ための覚書であろうと解している。カントの超越論的論理学だけではなく、ア
リストテレスに遡る伝統的論理学ならびに、バルディーリ(Christoph Gottlieb
Bardili)などのヘルダーリンと同時代の論理学の新しい潮流にも目配りし、「判
断と存在」が誕生する思想史的背景を浮き彫りにした上で、緻密なテキスト解
釈を展開している。ヘンリッヒの本論文は、「判断と存在」についての最初の
研究ということもあり、成立年代の考証と、ドイツ観念論成立史の中に歴史的
に位置付けることに力が注がれていたが、フランツは同時代ならびに先行する
思想との連関において細部にわたるテキスト分析を遂行している点で「判断と
存在」の研究を大きく前進させた。
 フランツの「判断と存在」との取り組みはテキスト解釈に留まらなかった。
すなわち、フランツは上記論文の冒頭に「判断と存在」の新編集テキストを掲
載したのである。かれはこの新テキストにおいて本論文のヘンリッヒの解釈を
踏まえ、「判断」と「存在」の章を逆にして、「存在」から始めている。フラ
ンツが独自性を示しているのは、「判断」の章の後半にある様相性を論じたパ
ラグラフを詳細に分析し―この部分についてヘンリッヒは本論文ではほとん
ど触れていなかった―このパラグラフが独立性を持つことを初めて考証した
点である。この新しい解釈に基づきフランツは、このパラグラフを独立させて
「可能性」というタイトルを与え、断章全体の表題も「判断と存在」から「存
在 判断 可能性」(Seyn Urtheil Möglichkeit)と改め、本テキストが三部からなる
ことを提唱した。すでにヘンリッヒは本論文で、「存在」から読み始めた方が
合理的で筋が通ると言い、様相性のパラグラフは「〔「判断と存在」〕全体の
思考過程に対する補遺」（本訳（上）120 頁）と見なすことができると述べて
おり、フランツの新編集テキストは、ヘンリッヒの本論文に多くを負っている
ことは言うまでもない。とはいえ、ヘンリッヒの解釈をさらに発展させた新し
い研究を基に、テキストの新しい編集にまで踏み込んだのはフランツが最初であ
り 10)、研究史上の新たな画期を切り開いたのはフランツの功績である。
 その後 1991 年に、この新テキストはフランクフルト版ヘルダーリン全集 17 巻
に、「存在 判断 可能性」の「校訂済みテキスト」(revidierter Text)として掲載さ
れる 11)。フランツはフランクフルト版全集の編集に従事しており 12)、上記論文冒
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頭の新テキストはフランクフルト版全集の「存在 判断 可能性」の先触れとして、
全集出版に先立って公表されたのである。フランツは 1992 年に出版されたクナ
ウプ編のミュンヘン版ヘルダーリン全集の編集にも協力しているが（理論的著
作の編集に従事）、かれはそこでフランクフルト版 17 巻所収の「存在 判断 可
能性」に、さらに若干の修正を加えている

13)

。すなわち、フランクフルト版に

おけるタイトル「存在 判断 可能性」の中の「可能性」を、テキストの内容を
より正確に反映している包括的概念である「様相性」に変え、断章の表題を「存
在、判断、様相性」〈Seyn, Urtheil, Modalität〉と改めたほか、テキストの印刷
にも新たな工夫を加えている。「存在」の章と「判断」の章の間と、「判断」
の章と「様相性」の章の間に、それぞれ 1 行の空きを挿入して段落分けを明示
し、三部構成であることをいっそう明確にしたのである。このミュンヘン版が
フランツ編集の本テキストの最終版とみてよい。かくして、「判断と存在」の
テキストは、現在、異なるタイトルをもつ以下の三種類（基本的には二種類）
が存在している（ピリオッドの有無や強調の仕方の相違といったものはここで
は顧慮しない）。
I. 初出であるシュトゥットガルト版の「判断と存在」（「判断」と「存在」
の間に 1 行空き有り）（1961 年）。
II.「判断」と「存在」の順序を逆転させ、行間を空けずに続けているフラン
クフルト版の「存在 判断 可能性」（1991 年）。
II-a. フランクフルト版テキストの二箇所に 1 行の空きを挿入し、タイトルを
小修正したミュンヘン版の「存在、判断、様相性」（1992 年）。

 フランツ編の新しいテキストは、その後出版されたヘルダーリンの全集、著
作集、飜訳に採り入れられ 14)、研究者が引証に用いる頻度も増えていき、シュ
トゥットガルト版の「判断と存在」にとって代わる勢いを示した。
 こうしていったんは本テキストの編集に関して、学界の大勢は決したように
見えたが、問題は未決である。ヘンリッヒは、1992 年に出版した 850 頁を越え
る書き下ろしの大著『意識における根拠』で、もう一度このテキストの解明に
取り組み、徹底的なテキスト分析を行った。その結果、本論文における「存在」
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の章が先行しているとの解釈を翻し、「判断」から読み始めるべきであるとい
う正反対の結論を下し、バイスナー編集の初出テキストを支持している 15)。

結語
 現在、シュトゥットガルト版とフランクフルト版（およびその小改訂版であ
るミュンヘン版）という、テキストを読む順序が正反対である二種のテキスト
が並存している変則的状況と、さらには「判断と存在」にもっとも精通してい
る研究者であるヘンリッヒが、数十年にわたる研究を経て、一見すると正反対
に見える結論を出すに至ったことは、「判断と存在」が孕んでいる問題の深さ
とこのテキストの特異性を示している。そこからは、現在のヘルダーリン研究
がなおも揺れ動いていることを見て取ることができる。また、ドイツ観念論成
立史の研究における「判断と存在」をめぐる論争からは、今に残された断片的
資料から新しい画期的な思想の誕生を復元していく歴史的研究の難しさを思い
知らされる。「判断と存在」を読むには、われわれはまずテキストの選択から
始めなくてはならない。否が応でも研究の根本的次元の問題に突き当たらざる
を得ないのである。なお多くの謎を蔵しているこのテキストに取り組もうとす
る者が、研究の原点であり、配置研究の出発点でもあるヘンリッヒの本論文に
もう一度立ち戻ってみることは無駄ではあるまい。


訳者後記注
1)

2003 年に『ヘルダーリンとドイツ観念論』という全 4 巻 1879 頁からなるアンソロジー
が出版された。この表題に示されたテーマをめぐる同時代の著作や書簡の抜粋、断片を
集成し、解説を付けたもので、研究のための不可欠の資料を集めている。そもそもこう
いったドキュメント集が発刊されるに至ったのも、本論文の影響抜きには考えられない。
その 1 巻冒頭に、編者による序文があり、研究史がまとめられている。ヘンリッヒの本
論文が登場してからの歴史が述べられている後半部（6–12 頁）はこの論文の影響史とも
読みうるものである。
Christoph Jamme und Frank Völkel (Hrsg.), Hölderlin und der deutsche Idealismus. Dokumente
und Kommentare zu Hölderlins philosophischer Entwicklung und den philosophisch-kulturellen
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Kontexten seiner Zeit. Bd. 1–4, (Specula; 3) Stuttgart Bad-Cannstatt 2003. Bd. 1, 1–12(I.
Einleitung).

なお、このアンソロジーの第 2 巻は「判断と存在」をめぐるドキュメント集

といってよい。
2) 本論文ととくに関係が深いヘンリッヒの著作を以下に挙げておきたい。その後のヘンリッ
ヒのヘルダーリン研究のうち、以下の論文集と著作については本訳「上」の訳者注記に
簡単に触れておいた。
Dieter Henrich, Konstellationen. Probleme und Debatten am Ursprung der idealistischen
Philosophie (1789–1795), Stuttgart: Klett-Cotta 1991.
Ders, Der Grund im Bewußtsein: Untersuchungen zu Hölderlins Denken (1794–1795),
Klett-Cotta: Stuttgart 1992.
次の著作は一連の配置研究とは異なるが、ヘルダーリンの後期の詩『回想』を取りあげ、
その解釈を通じてヘルダーリンの思惟の特質を明らかにしようと試みたものである。
Ders, Der Gang des Andenkens: Beobachtungen und Gedanken zu Hölderlins Gedicht, Stuttgart:
Klett-Cotta 1986.
配置研究の基礎作業である関係資料の発掘と編集・公刊は、ヘンリッヒがとくに力を注
いだ領域である。その成果である、シンクレアとツヴィリングの資料の公刊については本
論文の注 47 と注 50 の補遺でも言及されている。また、とくに重要なものとしては、テュ
ービンゲン・シュティフトの補習講師ディーツの 1000 頁を超える往復書簡・著作集が詳細
な解説を付され、最初の出版予告から 30 年以上を経て 1997 年にようやく公刊された。
Immanuel Carl Diez, hrsg. von Dieter Henrich, Briefwechsel und Kantische Schriften: Wissensbegründung in der Glaubenskrise Tübingen-Jena (1790–1792), Klett-Cotta: Stuttgart 1997.
こうした長年にわたる基礎作業を踏まえ、2004 年に前人未踏のドイツ観念論成立前史『自
我からの基礎づけ』をヘンリッヒは発表する。1790 年代前半のテュービンゲンとイェー
ナにおける思想状況を、テュービンゲン・シュティフトの神学から始まり、カントから
強い影響を受けたディーツ、ニートハンマー、ラインホールト、さらにはフィヒテを経
てシェリングの最初期の哲学までをたどっていく、上下二巻 1740 頁の大作であり、ヘン
リッヒが提唱した配置研究の金字塔である。この著作によって「判断と存在」が生まれた
背景を知るための、おそるべき精密な思想地図をわれわれは手にすることになった。
Dieter Henrich, Grundlegung aus dem Ich: Untersuchungen zur Vorgeschichte des Idealismus.
Tübingen - Jena 1790–1794, 2 Bd., Suhrkamp: Frankfurt am Main 2004.
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3) Friedrich Hölderlin, Sämmtliche Werke, hrsg. von Friedrich Beißner, Kohlhammer: Stuttgart 1961,
Bd. 4, 402
4) 1992 年刊の『意識における根拠』においても「遅くとも 1795 年 4 月後半、おそらくは 4
月初め頃」としている(Henrich, Der Grund im Bewußtsein, 782)。
5) Friedrich Strack, "Das Systemprogramm und kein Ende: Zu Hölderlins philosophischen Entwicklung in den Jahren 1795/96 und zu seiner Schellingkontroverse", in Das älteste Systemprogramm:
Studien zur Frühgeschichte des deutschen Idealismus (Hegel-Studien Beiheft 9), hrsg. von Rüdiger
Bubner, Bonn 1973, S. 107–149.〔以下、Strack(1973)と略す〕同書 134–136 頁で「判断と存
在」について論じている。
その後のシュトラックによるヘンリッヒ批判の論稿を以下に挙げておく。ヘンリッヒの
『意識における根拠』出版後、それを踏まえて再度、ヘンリッヒのヘルダーリン解釈の
批判を行っているのが、次の論文である。
Ders, "Das Ärgernis des Schönen: Anmerkungen zu Dieter Henrichs Hölderlindeutung", in:
Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 68, 1994, 155–169.
〔以下、Strack(1994)と略す〕
シュトラックは 2013 年に「判断と存在」を中心とするヘルダーリンの初期哲学について
の単行書を発表した。
Ders, Über Geist und Buchstabe in den frühen philosophischen Schriften Hölderlins, Manutius
Verlag: Heiderberg 2013. 〔以下、Strack(2013)と略す〕
この近著においてシュトラックは、ヘルダーリンが「判断と存在」を書き入れた書籍が、
シェリングの『独断論と批判論についての哲学的書簡』ではないかという注目すべき新
しい仮説を提示している。『哲学的書簡』はニートハンマーの『哲学雑誌』に掲載され
た雑誌論文であり、雑誌は見返しを欠くためにこれまで一度も候補として挙げられたこ
とはなかった。近時、『哲学的書簡』の第一部（第 1 から第 4 書簡、1795 年 11 月刊）と
第二部（第 5 から第 10 書簡、1796 年 4 月刊）が合冊されたものがロストック大学図書館
で発見され、それには製本のため、白紙のタイトルページ(Deckblatt)が付されている。そ
のタイトルページが「判断と存在」が書かれている用紙と大きさが一致し、「判断と存
在」の切り欠きの場所が合冊の穿刺の位置と対応しているなどの点から、シュトラック
は「判断と存在」が記入された原本についての新しい仮説を導き出している。（シュト
ラックは同書巻末に「判断と存在」と上記合冊の抜粋ページの原寸大のファクシミリを
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添付している。）シュトラックが原本として想定しているのは、この合冊ではなく、1795
年 11 月に刊行された第一部の抜刷であり、それにも同じようなタイトルページが付され
ているであろうと想像している。そしてシェリングが 1795 年 12 月にニュルティンゲン
かシュトゥットガルトでヘルダーリンと会った時にこの第一部の抜刷をヘルダーリンに
贈り、そしてヘルダーリンはこの抜刷の白紙のタイトルページに「判断と存在」を書き
入れたとシュトラックは推定している(Strack(2013), 16)。第一部の抜刷が発見されていな
い段階での仮説提示であるのは弱いところであるが、今後、新証拠の出現などによって、
『独断論と批判論についての哲学的書簡』原本説が証明されたならば、本論文のヘンリ
ッヒによる考証が基本となってきた、従来の「判断と存在」の成立時期の想定とドイツ
観念論成立史における位置づけは根本的な見直しが必要となる。すなわち、ヘンリッヒ
およびそれに従う多くの研究者が主張するように「判断と存在」がイェーナで書かれた
ということは不可能となり、その成立時期は「早くて 1795 年 12 月の終わり、おそらく
はフランクフルト時代の 1 月か 2 月、ひょっとしたらそれよりもさらに少し後に」、「シ
ンクレアと（後からはツヴィリングとも）密接な接触をもっていた頃に」(Strack(2013), 17)
書き下ろされたことになり、ヘンリッヒの本論文の推定よりも 8 ヶ月以上も遅くなる。
そして「判断と存在」の解釈においても大きな変動が引き起こされるであろう。「判断
と存在」をシェリングとの関連を中心に据えてみていくこと、それも『独断論と批判論
についての哲学的書簡』第一部との関連をも考慮に入れる必要が出てこよう。
6) シュトラックは『自我論』が市場に出たのを、1973 年の論文では、1795 年の「早ければ
6 月」（Strack(1973), 135）とし、1994 年の論文では「早ければ 5 月」（Strack(1994), 158）
とし、一ヶ月繰り上げている。『自我論』が 1795 年の復活祭（4 月 5 日）の見本市をめ
ざして刊行の準備がなされたことまでは確かであるが、実際に市場に出た時期、ならび
にヘルダーリンが手にした時期を確実に裏付ける資料がないために、『自我論』をヘル
ダーリンが実際に読んだ時期の考証は研究者によって微妙に異なっている。『自我論』の
「判断と存在」への影響を想定する研究者（シュトラック、フランツほか）は早めに、ヘ
ンリッヒのようにそれを否定する研究者は遅めに設定する傾向がある。フランツは「シェ
リングの『自我論』は 4 月中旬から下旬に出版され、ヘルダーリンは 5 月にそれを読ん
だ」(Michael Franz, "Hölderlins Logik: Zum Grundriß von ‛Seyn Urtheil Möglichkeit’", in:
Hölderlin- Jahrbuch 25 (1986–1987), Tübingen 1987, 111）としている。ヘンリッヒは、明言
してはいないが、本論文の注 14（「上」121–122）から判断すると、ヘルダーリンが読む
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ことができたのは、6 月末か 7 月初めと考えているようである。
7) Michael Franz, "Einige editorische Probleme von Hölderlins theoretischen Schriften: Zur Textkritik
von ‘Seyn, Urtheil, Modalität’, ‘Über den Begriff der Straffe’ und ‘Fragment philosophischer
Briefe’", in: Hölderlin Jahrbuch 32 (2000–2001), Tübingen 2002, 330–332.「存在、判断、様相
性」（「判断と存在」）の年代決定を論じている第一章(1. Zur Datierung von SUM)はヘン
リッヒへの批判である。ザントカウレン-ボックは「判断と存在」にシェリングの『自我
論』への批判が含まれている可能性を指摘している。Birgit Sandkaulen-Bock, Ausgang vom
Unbedingten: Über den Anfang in der Philosophie Schellings, Vandenhoeck & Ruprecht:
Göttingen 1990, 43–44(Anm. 71). 同じく、ヴェーゲナストも「判断と存在」における「存
在」概念にシェリングの『自我論』への批判を読み取っている。Margarethe Wegenast,
Hölderlins Spinoza-Rezeptionn und ihre Bedeutung für die Konzeption des "Hyperion", Tübingen
2002, 78–88.
8) Strack(1994), 156; Michael Franz, "Seyn, Urtheil, Modalität (1795)", in Hölderlin-Handbuch:
Leben - Werk - Wirkung, hrsg. von Johann Kreuzer, J.B. Metzler: Stuttgart 2002, 228.
9) Michael Franz, "Hölderlins Logik: Zum Grundriß von ‛Seyn Urtheil Möglichkeit’", in: HölderlinJahrbuch 25 (1986–1987), Tübingen 1987, 93–124. Vgl. Ders, "Hölderlins Urteilslehre: Zu
Hölderlins philosophischem Programm ‘Seyn Urtheil Möglichkeit’", in: Duitse Kroniek, Jg. 39,
Nr. 1, Amsterdam 1989, S. 3–21. Ders, "Seyn, Urtheil, Modalität (1795)", in Hölderlin-Handbuch:
Leben - Werk - Wirkung, hrsg. von Johann Kreuzer, J.B. Metzler: Stuttgart 2002, 228–232.
「判断と存在」についてのモノグラフィーの数は多くない。ヘンリッヒの本論文と『意
識における根拠』を除くと、訳者の知る限り、上述のフランツの二論文と注 5 で引いた
シュトラックの 2013 年刊の新著の他には以下の二つである。
Helmut Bachmaier, "Theoretische Aporie und tragische Negativität: Zur Genesis der tragischen
Reflexion bei Hölderlin", in: Helmut Bachmaier und andere, Hölderlin: Transzendentale
Reflexion der Poesie, Klett-Cotta: Stuttgart 1979, 83–145, bes. 85–128,
Andreas Graeser, "Hölderlin über Urteil und Sein", in: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und
Theologie, 38. Bd, 1991, S. 111–127.
10) ハリスは 1972 年の著作『ヘーゲルの発展』の巻末に付録として「判断と存在」の英訳を
収録している。その訳は―注に明記されているように―ヘンリッヒの解釈にしたが
って「存在」の章から始められている。翻訳ではあるが、「存在」の章を先行させるテ
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キスト形成の嚆矢であろう。Friedrich Hölderlin, "Über Urtheil und Seyn", translated by H.S.
Harris, in: H.S. Harris, Hegel's Development: Toward the Sunlight 1770–1801, Oxford University
Press 1972, 515–516.
11) Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke, Historisch-Kritische Ausgabe (Frankfurter Hölderlin
Ausgabe), Bd.17, Frühe Aufsätze und Übersetzungen, hrsg. von Michael Franz, Hans Gerhard
Steimer und D.E. Sattler, Stroemfeld / Roter Stern: Basel / Frankfurt am Main 1991, 149–156.
12) フランツが編集に加わっているのは 9 巻『1806 年以降の詩と口伝』、15 巻『ピンダロス』、
16 巻『ソポクレス』、17 巻『初期の論文集と飜訳』の諸巻である。
13) Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke und Briefe, Bd. 2, hrsg. von Michael Knaupp, Carl Hanser:
München 1992, 49–50.
14) 1998 年にマイナー社の哲学叢書のシリーズに、ヘルダーリン『理論的著作集』がクロイ
ツァーの編集で収められた。本書のテキストはフランクフルト版全集に準拠しており、
「判断と存在」のテキストもフランツの編集によるフランクフルト版全集の「校訂済み
テキスト」と同一である。ただ、理由は不明だが、タイトルから「可能性」という語を
削って「. . .」の空白に置き換え、「存在、判断、 . . . 」(Seyn, Urtheil, ...)としている。ま
た、ミュンヘン版全集に見られる三つの段落の間の行空けは採用していない。Friedrich
Hölderlin, Theoretische Schriften, hrsg. von Johann Kreuzer, (Philosophische Bibliothek, Bd.
509), Felix Meiner Verlag: Hamburg 1998, 7–8.
『ヘルダーリン論文・書簡選集』が Penguin Modern Classics のシリーズで 2009 年に出版
された。この新しい英訳では、「論文」はフランクフルト版を底本とすると明記されて
おり、「判断と存在」のタイトルは"Being Judgement Possibility"である。しかしテキスト
を見ると、「存在」、「判断」、「可能性」の三つのパラグラフの間に、それぞれ 1 行
の空きを挿入しているので、テキストはミュンヘン版に準拠していると言えよう。
Friedrich Hölderlin, edited and translated by Jeremy Adler and Charlie Louth, Essays and Letters
(Penguin Modern Classics), London 2009, 231–232.
ミュンヘン版とほぼ同時に出版されたシュミット編のドイッチャー・クラシカー版ヘル
ダーリン全集の編集はミュンヘン版とは対照的に、保守的姿勢に貫かれており、フラン
クフルト版全集などとは距離をとっている。同全集のテキストは『エンペドクレス』な
どの例外を除き、シュトゥットガルト版に準拠しており、「判断と存在」も、正書法を
現代化している他は、シュトゥットガルト版 4 巻のテキストと変わらない。Friedrich
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Hölderlin, Sämtliche Werke und Briefe in drei Bänden, Bd. 2: Hyperion. Empedokles. Aufsätze.
Übersetzungen, hrsg. von Jochen Schmidt, Deutscher Klassiker Verlag: Frankfurt am Main 1992,
502–503.
15) Dieter Henrich, Der Grund im Bewußtsein, 682–707. 本書 27 章でヘンリッヒは「判断と存在」
をどちらから読むべきかという問題に 25 ページを費やして検討している。
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