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ドストエフスキーとハイデッガー：終末論的作家と終末論的思想家 

 
 
≪終末論―女性名詞、世界の終わりと新しい世界の始まりに関する、最終的な出来事に関

する、死と復活に関する教え（ギリシャ語、Эсхатон―極限の、最後の＋логос―言葉、知

らせ）≫ 
（ゲルハルド＝バリッグ：ドイツ語辞典、１９９７；４４５） 
 

Ⅰ 
問題の設定に対する説明 

 
 ドストエフスキーとハイデッガーは本論においては彼らの思想の終末論的基礎の観点か

ら検討することが出来るだろう。彼らのそれぞれにおいて、この思想は何人かの完全に特

定づけられた個人に方向付けられたものである：ドストエフスキーにおいてはキリストで

あり、ハイデッガーにおいては―ヘルダーリンである。 
 つまりは両者において終末論的思想は何人かの人間的な≪モデル≫、彼らの遺訓が未来

を決定付けるようななんらかの権威的な個人に対して方向付けられたものである。明らか

に、２つのプロトタイプであるキリストとヘルダーリンは意識のいくつかの新しいタイプ、

存在全体に対する新しい観点を披露しているのである。この両者における新しい目標は、

全ての固定している関係性を変化させることが出来る真にアルキメデス的な支柱の点であ

る。話はキリストあるいはヘルダーリンに及ぼうとも、この変化の影響は、意識の変化を

意味している。 
 ドストエフスキーは国家が教会に変化することを望んだ：ある種の理念的な一体がロシ

アにおける Соборностьの精神なのだ：始原的な教会スラヴ語の翻訳である≪Экклезии≫
（ギリシャ語）は―教会だった。Соборностьとはキリストとの一体化を意味したのである。 
 ハイデッガーは≪事物の忘却≫からの脱却の方法として、超物理的な≪克服≫へと志向

し、ヘルダーリンの詩において、このような脱却のモデル的な化身を見たのだった。≪詩

人は永遠のものを作り出すことが出来るのだ。≫（《回想》） 
 彼らのうちの両者、ドストエフスキーもハイデッガーもが、選ばれたプロトタイプと一

致するテクストの全集を依拠している。ドストエフスキーが―新約聖書であり、ハイデッ

ガーが―ヘルダーリンの全集である。この過去との結びつきをもって、彼らは２人とも、

未来の名において、現在と取り組んだのである。 
 私にとって重要なことは、両者ともに、作家であるドストエフスキーも思想家であるハ

イデッガーも、原則的に自らの作品を現在と関連付けられた参照で構想されているという

ことである。彼の世界的な高名さを呼び起こした、５つのドストエフスキーの長編は―そ



の時、現在に関する長編であり、それらのテーマはある特定の１０年、１８６５年から１

８７５年におけるロシアの社会的な発達というものであり、１８６６年に小説の出来事が

展開される長編≪カラマーゾフの兄弟≫も含まれる。また、それにも関わらず≪カラマー

ゾフの兄弟≫の内容は全ての５つの長編に記された内容の総括と合計に含まれるのである。 
 一方で、ハイデッガーは自らの時間の精神的な状況に従いながら自らの主要な著作、≪

存在と時間≫、≪哲学ノート≫、≪認識≫、≪ヒューマニズムについての書簡≫、≪存在

するものに対する観点≫、≪ポーズ≫、≪危険≫、≪転回≫を執筆した：彼にとって同時

代のドイツであるこの状況から出発しながら、彼は自らのテクニックとその状況からもた

らされる≪存在の忘却≫のイメージを書きつけている（《ポーズ》）。精神的な目標としてヘ

ルダーリンの人物像を認めることは、ファウストを否定するように、ハイデッガーの政治

的なジェスチャーとして見られなければならない。同様にドストエフスキーは、彼にとっ

ては現代であるロシアにとってキリストと偽の神とを対置した。 
 両者においても、指導者の人物像の階級に取り上げられた権威的な人格は≪民族的な作

用≫を有している：キリストはドストエフスキーにとって、機械的な理性の統治に対抗す

る論拠であり、ヘルダーリンはハイデッガーにとって―≪計算された理性≫に対抗するも

のだ。適当なテーゼという点においては、次のことをあげることが出来る。 
 ドストエフスキーにとっては： 
 ≪もし誰かが私に向かって、キリストは真理の外にある、正真正銘、真理はキリストの

外にあると証明するものがあっても、私は真理よりもむしろキリストと共にあることを望

むでしょう≫ 
（1854 年２月のフォン＝ヴィ＝ジン夫人宛の書簡） 
 ハイデッガーにとっては： 
 ≪功績で満たされ、それでもやはり詩によって 
  人間はこの世に生きている≫（ヘルダーリン） 
 両者において、民族的な志向がそのまま普遍的特性となっている。ロシアの敵は―ドス

トエフスキーにとってみれば、キリストの敵（ユダヤ教、カトリック、イスラム教）であ

る；ヘルダーリンへの取り組みは、ボリシェヴィスムや、アメリカ主義や、民族的社会主

義の否定をその≪テクニック≫のせいで忘れ去られている真のヒューマニズムの名におい

て、意味するものである：≪このヒューマニズムというものは、実存に対する親近性から

人間の人間性を思索するものだ。≫（《ヒューマニズムについて》、９０ページ） 
 ドストエフスキーにおいてもハイデッガーにおいても、超民族的な主張が民族的な根幹

から生じている。両者にとって、まさに、眼前に何よりもまず自らの民衆が存在するが、

しかしながらその前において全人類的な有意義性に対する自らの認識の主張を形成する預

言者達の文体論が特徴的である。にもかかわらず、結果的に個人に対する関心の先鋭化が

いかなるもので、終末論の対象にとって、預言者の形態において歴史の検査が特徴的であ

るということを認識することになる。終末論の作用なくしては預言者は存在しない。預言



者の芸術は、彼は未来について確定的なことは話さないけれども、現在あるもので、足り

ないものを劇的に表現するということで成り立っている。一方で、曖昧さは、まだ存在し

ないものに対する尊敬から生まれた個人的な正当性を所有するのだ。 
曖昧さが本当のものであるところでは、偽って、≪純粋なレトリック≫として解釈して

はいけない。 
 ドストエフスキーはハイデッガーと同様に、それぞれのやり方で、自らのテクストの魔

法をかけるような出来事を、読者に対して、≪まだない≫という公式の助けを借りてほの

めかしているのである。未来に対する眼差しは、過去への沈潜に先行し、存在の瞬間は、

内在的なダイナミズムによって描かれる。 
 これらの考えの力を借りて、私は準備の形で、私の報告の目的の性格を用意した：私の

話はドストエフスキーとハイデッガーの瞬間の終末論的構造について及ぶ。存在の瞬間が

≪瞬間≫として理解されており、それは日々の気苦労とは分け隔てられていて、人間を自

分自身に対する特別な状況に置くものである：彼は自分自身の生存の一時性と非反復性に

もとづいて、世界と自己自身の瞬間を体験する。このようにして≪存在の忘却≫からの脱

出が起こるのだ。 
 このような≪日常性から脱却する存在の瞬間は幾度となくドストエフスキーによって芸

術的な形態で使用されている。その例といえば、《罪と罰》におけるラスコーリニコフの二

重の殺人をあげることが出来る。《罪と罰》においてなされたほどの、殺人者自身の《内的

なパースペクティブ》を利用しながら、《罪の極限の状態》を作り出すことは他にはなかっ

たといえる。≫ 
 その次の小説である、≪白痴≫においては、読者はナスターシヤ＝フィリッポヴナの殺

人の場面を自ら考えなくてはならなかった。そして、私達はどの場面においてもロゴージ

ンの殺人の内的世界を覗き見る可能性というものは存在しないのである。≪悪霊≫におけ

るシャートフの殺人もまた同様に、犯行の内的世界の公開がないままに記述されている。

一方で≪カラマーゾフの兄弟≫におけるスメルジャコフの告白は―殺人の速記録であり、

その唯一の機能は―殺人者自身のトリックを公開することだ。唯一≪罪と罰≫においての

み、殺人は、正確に言うならば二つの殺人は細かく、準備の段階から計画の実行に至るま

で、殺人者自身の観点から描かれるのである。ドストエフスキーは、殺人の過程の中で、

読者を実行される≪存在の瞬間≫の観客者にするのだ。この過程は、私は、終末論的根幹

の観点から見て取ることが出来るのである。 
 このことの後に、私は詳細に≪存在と時間≫における瞬間に関するハイデッガーの判断

に詳細に立ち戻ってみるとしよう。瞬間はハイデッガーによって≪所有の現在≫として規

定されており（Werke 2： ４４７－４８）、それは≪所有の未来≫から成熟したものであ

る。≪役目を帯びた非決定性≫が瞬間に属しており、そこから≪自己の分裂状態≫に投げ

出された自己が自らに回帰するのだ。文字通りに、瞬間に関するハイデッガーの判断はこ

のように響いてくる：≪この用語は能動的な意味において―エクスタシーとして理解され



なければならない。この用語は決定的な衝動をほのめかすが、しかし決定性の中には事物

の参加の抑制的な意欲が存在し、予測される状況と可能性からなり、状況において出会う

のである。≫（Werke ２：４１７） 
 我々の問題にとって、瞬間の時間的位相が重要である。≪瞬間≫において、存在は未来

（期待）に対しても過去（回想）に対してもまさしく≪自己の≫関係を持つ。このような

事物の状態をハイデッガーは後に≪事象≫と定義づけている：ここでは≪事象≫の手段と

して存在が実存によって思考されており、≪瞬間≫の手段として、実存は―存在なのだ。 
 ≪瞬間≫の終末論的な根幹は、≪哲学ノート≫ からの次の定式化によって明らかにな

っている：≪実存の本質に関する思索的な問題―これは移行をもたらす瞬間なのだ。≫

（Werke ６５：２０）≪移行≫によって、ここでは≪実存が存在に置き去られていること

≫の克服がほのめかされている。説明のためにハイデッガーは付け加えている：≪もしも、

再び事物の存在によって置き去られているものが克服されるならば、この場合に事物にお

ける長い未来性が用意されている。≫瞬間だけが事物の時間を指定できるのだ。ハイデッ

ガーにとっては、実存の目的は―実存の探索であり、彼はこの探索を≪この上なく深い発

見≫と名づけている。それゆえに、≪探索者、管理者、警備員≫になること―は実存の主

要な性格としての不安がこれを暗示している。目的を明らかにすることは時期尚早なこと

だ。ここでは我々はハイデッガーの思想の終末論的な根幹に接近することにしよう。≪終

末≫は転回を通じて用意づける。存在は事物に転回されねばならないが、≪わずらわせる

事物≫の中で自己を失ってはならない：≪捜索することそれ自体―これは目的である。こ

のことが意味するのは、目的それ自体というものはあまりに表面的で、その目的はいつも

己の前に実存を定立し、必然的なものを喪失してしまうということだ。≫（Werke ６５：

１８） 
 問題は、≪存在とその解釈の日常性の外に≫いるということだ。話は≪思想の存在のた

めの教育≫にまで及ぶ。 
 私はハイデッガーの思考を置き去ることにしよう。これは今のところ我々の最初の彼へ

の接触であり、ラスコーリニコフの状況にかえることにしよう。それはその状況の時間的

なアスペクトから観察されねばならない。 
 

Ⅱ 
 ≪弁証法の変わりに人生が訪れた。≫と長編≪罪と罰≫のエピローグの最後の文章では

決定的な言葉が響いている。エピローグにおいてラスコーリニコフは活力ある人生の途中

にいるが、しかしながらその道はいまだ遠く、語り手によって何らかの≪新しい物語≫と

してその話は意味づけられる。 
 ≪弁証法の変わりに人生が訪れた。≫という言葉が意味するのは、世界と自己に対する

ラスコーリニコフのポジションが変化したということだ。実際に、最初はこのような変化

は重苦しい沈黙へと導いている。彼の意識の分裂は克服されうるものだが、しかしながら



ゆっくりと克服されている：主人公は≪ラスコーリニコフ≫ではない他の何かになってい

るのである。 
 彼が８年を過ごすことになるという自らのシベリアからの懲役監獄から、ラスコーリニ

コフは一年半前に実行された自らの悪行を見つめている。これが意味するのは、エピロー

グに先立つ、ラスコーリニコフが６つの章で体験した全てのことはラスコーリニコフの回

想として読むべきだということになっているということだ。ラスコーリニコフは、彼が刑

罰への跳躍を完了した後に、自らの犯罪の総括を行っている。ラスコーリニコフは自らの

犯罪によって根絶してしまった活力ある人生と積極的なかかわりを、刑罰において獲得し

ている。刑罰への跳躍―これは未来への跳躍となるものである。彼の過去に対する視点が、

シベリアの監獄から、経験された、起こった出来事の全体的な体験を集めている。ラスコ

ーリニコフの変容の位相に関していうならば、主人公が打ち破った自らの良心に従った人

生への回帰として、自らの犯罪の影響下にあるのだが、ドストエフスキーはこの点につい

ては驚くほど言葉を費やしてはいない。それにもかかわらず長編には以下の文章に似通っ

たものがたくさん存在する。≪後になって、その時のことを回想してみたときに、ラスコ

ーリニコフには以下のように思い出されたのだった。≫ドストエフスキーは、単に、ここ

ではある一定の回想の過程をほのめかしているだけである。そして我々は、シベリアの懲

役監獄において、ラスコーリニコフは彼に訪れたが、しかしそのことについては、その時

には我々には何も語られない他の場面を回想しているのではあるというところから出発し

なければならない。そのことにも関わらず、まさにこれらのラスコーリニコフの殺人の物

語の控えめなほのめかしのおかげで、ラスコーリニコフの殺人が彼の意識における≪場面

≫の連続性として建設されるのであり、それに従ってシベリアの監獄において行われるよ

うな、主人公の自己認識の行動が存在するのだ。 
 長編≪罪と罰≫を構成している一度７月に起こった、６つの章の以前のことは、第１章

の最後でクライマックスのクライマックスとして起こる悪行という点において―これらす

べては≪まだない≫という影響下において生じている。一言で言えば：犯罪を通したラス

コーリニコフの道のりというものは、罪の贖いと永遠の至福の獲得という性格を持ってい

るものだ；この道のりは比喩的に自らのキリストの復活を意味しているものであり、長編

においては、ラザロの復活の物語によって意味づけられているものだ。 
 思いがけなく２重の犯罪へと変化する自らの犯罪の最高点までの、ラスコーリニコフの

急激な上昇によって、ドストエフスキーは≪極限的な罪の状況≫を作り出し、そして、そ

の影響下において犯罪者は、もしも、我々のコンテクストにおける状態から言うなれば、

彼を≪存在の忘却≫から飛び出させるほどの力の衝撃を体験するのだ。 
 ラスコーリニコフの犯罪の終末論的根幹は注意深い関心に値するものだ。ここでは、ラ

スコーリニコフの個人的な状況において、拡大鏡で除いているかのように、１８６５年に

おけるロシア社会の状況が提示されている。 
 ラスコーリニコフを襲っていた病的さは、全てのロシア文化の不調と呼びうるものでも



あった。ラスコーリニコフは、いたるところで、金銭の不足に根を持つ不自由さに見舞わ

れていた。金銭はしかるべきでない人のもとにあった。このようにして、彼の債権者であ

るアレーナ＝イワーノブナは、孤独な、年取った、見てくれの良くない女性であり、時代

の精神的状況の、ある権化に体現として変化している。 
 ここでは、ラスコーリニコフの意思において、過去と未来が現在に合流し、悪を生み出

したかという点について説明していくとしよう。悪の現実において、世界は突然ラスコー

リニコフにとって≪存在の忘却≫から溢れ出る。彼が自分の犯罪によってこうむったショ

ックによって、彼の自我は≪配慮の呼び声≫に対して明らかになったということが出来る

（ハイデッガー）。そうなると、ラスコーリニコフは、高利貸しの老婆の殺人を道徳的確信

をもってして計画したということに関心を持たねばならない：彼は何よりもまず、ソーニ

ャとドューニャを無銭の状態から解放しようとしたのだ。歴史―文学的な、そして神話的

な観点からすると、彼はモンテ＝クリスト伯の、宝の入った箱を探しているのだ。 
 しかしながら、この目的の達成の条件は犯罪なのである。ラスコーリニコフが小説の最

初でその影響下にあった、すでにその行為の理念自体が、道徳的な反抗によって生じたも

のであるが、しかしながらこの反抗は自らの実現化の方法という点において、古代的な暴

力だけを示すのみであり、それゆえに道徳的な前提に反するのだ。ラスコーリニコフは自

分の目論見の矛盾を≪生きた≫のであり、著者であるドストエフスキーによって、この矛

盾をにちなんで名づけられたのだ：自らの自らとの≪争い≫。（《分裂》を参照のこと）。 
 ≪行為≫の完了の後に、この分裂は≪客観的なもの≫となる。何よりもまず、ラスコー

リニコフの行動は、その完了という点について続きがある：リザベータの計画せぬ殺人は

思いがけない、高度の段階において、願わしくないものだった。このとき、ラスコーリニ

コフは文字通りに、≪自らのお腹≫において、道徳的な憤慨による自ら動機付けられた犯

罪のパラドックスを≪体験≫していたのであり、譫妄や、亡霊や、多くの日の人事不肖の

風邪に病んでいるその間に、彼はまさにそのことによって、≪真の存在≫の≪瞬間≫に達

しようとしていたのだった。 
 ラスコーリニコフの憤慨はまさしく理にかなったものである。これは―状況に対する道

徳的に合致する反応であり、彼がおかれているその状況において、その憤慨は彼を計算す

る理性の網にもつれた状況へともたらすのだ。彼は略奪を目的とした殺人に同意してい

る：≪彼女を殺して彼女の金をとってしまえ…１つの命と１００の命が交換されるんだ―

算数じゃないか！≫ 
 このようにして、彼の犯罪の正当化はこのようなものである。その言葉を小説の出来事

の最初の１ヶ月において彼が偶然に落ちぶれた居酒屋で、隣に座っていた男がある将校に

話していた。その他にも、その時の半年前、ラスコーリニコフが≪犯罪について≫の論文

を公刊していたのであり、そこでは特別な人々の特別の権利というものが擁護されていた

のだ。 
 結論として：ラスコーリニコフは病気のような自らの問題に感染していたのであり、こ



の感染は高利貸しであるアレーナ＝イワーノブナの殺人の具体的な計画へとつながり、す

でに小説の冒頭において彼の意識を支配していたのだ。このことが意味するのは：ラスコ

ーリニコフにおける状況の知覚がすでに分裂しているということだ：未来の悪行と悪行を

認めないということは彼が知覚を失っているということがお互いに衝突しているのである。

振動の範囲は―強奪を目的とした高利貸しの殺人を実行する個人的な決心の確信から、そ

のことの完全なる否定までの範囲である。殺人に対する意思のもとの、ひそかに良心の反

抗がくすぶっているのだ。そして彼による、計画された事柄を完成しようとする決心が勝

利した時、ラスコーリニコフが行った全ての行為は、先鋭化された道徳的な意識の限界ま

で、ラスコーリニコフに反するのだ。 
 要するに：小説において、先鋭化した道徳的な感受性をもった人間によって、１つの計

画された殺人が起こり、もうひとつの思いがけなく計画に持ち込まれた、最初の殺人に追

加された殺人が行われた。 
 犯罪者の≪心理学的な観点≫から読者に提示され、取り返しのつかない悪を生み出した

恐ろしい出来事は、日常性を通り抜けているのだった。ラスコーリニコフは悪行の後に我

に返り、≪出来事≫の中で自らをさらけ出したのだ：このようにして、氷のように冷たい

悪の果実は、行為において、配慮の激動において明け開かれた主人公を完全に彼の真正な

る自我の背後に投げ出してしまうのだ。２人目の犠牲を伴った悪行は思考されない領域ま

でに拡大し、２つの悪行の発火の瞬間に、ラスコーリニコフは≪存在の瞬間≫の中心にお

かれるのだ。 
 殺人の瞬間におけるラスコーリニコフの自分自身に対する対応は、道徳的な意識と、そ

れに伴ったそれを抑え付ける悪のための善の意思から成り立つ。そしてそれは以下のよう

に語ることが出来る：ラスコーリニコフは意識的に自らの魂を片輪にしてしまったのだっ

た。 
 悪行に対する素質は、同様にラスコーリニコフに様々な合理的な基礎付けを探させしめ、

すでに実行された犯罪は正当化からはるかに退き、その正当化によって実行された犯罪が

飾り立てられているのだ：すべての精神的な、そして肉体的な殺人者の≪装置≫は、全て

の理性的な出来事の塗り立てが良心的にすべて剥離していくという状況をもたらすのだ。

残っているものすべては、悪に対する裸になった意思なのである。 
 ≪罪と罰≫における救済の具体的な物語のために、犯罪―これは低い、危機的な点であ

り、贖いとしての罰の認識は―頂点であって、未来へと位置づけられているが、しかしな

がらその未来から現代の相応しい出来事へと影響しているのだ。 
 私が言いたいことは、このことが既にハイデッガーの終末論の最終的な説明なのではな

いかということだ：自らの悪行の完了の≪出来事≫において、ラスコーリニコフは≪大転

回≫を経験している。それが意味することは：彼は殺人をしたときには≪主体≫として行

動した；しかしながらまさにその悪の真実性によってもたらされる生とのつながりにおい

て、彼は何らかの超個人主義的な間主体的な力に掴まれたかのようになり、道徳的な世界



に対する自らの忘れ去られた関わりを理解するのである。彼がこの道徳の世界に対して自

らを開け放ったのは、≪道徳的個人≫として自らを獲得するためである。小説の最後の文

章は以下のようである。≪しかし、そこにはもう新しい物語が始まっている。一人の人間

が徐々に更新していく物語、徐々に更生して、一つの世界から他の世界へ移っていき、今

まで全く知らなかった新しい現実を知る物語が始まりかかっていたのである。これは新し

い物語の主題となりうるものであるが、―しかし今回の話はこれで終わった。≫ 
 ラスコーリニコフによって歩まれる道の思索的な内容―これはドストエフスキーの５大

長編のモデルであり、そしてまた、そこに具現化される終末論のモデルでもある。殺人の

≪事件≫において、ラスコーリニコフは疎外された状況から外に出て、何らかの≪異なる

≫世界へと到達する。このことが意味づけるものを精神的な意味において、詳細に見てみ

ることにしよう。 
 まず最初に鍵となる言葉である≪モデル≫という言葉について。小説≪罪と罰≫は、ド

ストエフスキーの最後の長編である≪カラマーゾフの兄弟≫にとっての終末論的なモデル

として見ると、まさにそれをはっきりとさせるものだ：この小説においては、苦悩の遍歴

の困難が誰に負われているかというと、―ドミートリー＝カラマーゾフである。彼は父親

殺しにおいて有罪を宣告された。なぜならば、人前で父親殺しをするといい、あまりには

っきりと自分の主張の≪種を蒔いた≫ので、それゆえに他の誰かである、スメルジャコフ

が、秘密裏に父親殺しの役割を演じることが出来た。このようにして、裁判では全ての証

拠がドミートリーの有罪だった。ドミートリーは彼を孤立させている傲慢の状態から引き

出されて、ラスコーリニコフと同様に≪別の世界≫に参加させられることとなった。ドミ

ートリーに≪転回≫が生じるのは、父親殺しにおける彼の参加が決定的となったことを自

覚するときだった。 
 この２つの小説の間に書かれた、３つの小説のうちの一つである≪未成年≫においては、

罪と罰と同様に贖いと救済の物語をとても簡単に識別することが出来るが、それにもかか

わらず、この小説は犯罪なしにすんでいる：題目にある１９歳の主人公は、懐疑の地獄を

通過しながら自己を獲得する。≪罪と罰≫と≪未成年≫との間に小説≪白痴≫と≪悪霊≫

が書かれた。その小説においては救済の歴史は、望みの存在しない状況における予言とし

ての否定の形式をもって行われる。ムィシキン公爵は、≪本当に美しい人間≫であり、（ロ

シアの）現実と衝突して正気を失う。≪悪霊≫においては、スタブローギンによって創造

された≪世界≫は自分自身を消し尽くしてしまう：自身が最後にシルクの縄で首吊り自殺

をしてしまう彼のニヒリスティックな教唆者の決定に従ってしまうのだ。このように、経

験論的ではない、超感覚的な人間を知る、自らの人類学的な前提条件の力を借りて、ドス

トエフスキーは私達に、道徳的な人間は個人的な非道徳性を生き延びるすることは出来な

いということを我々に示すのである。自分自身の非道徳性が人間に感染し、極致まで高ま

ったところでは、自分自身のな非道徳性は、単に破壊的な作用を起こすのみである。 
 同様に指摘しておきたいのが、≪罪と罰≫において詳細に仕上げられている補足的な善



の始まりが目覚め、成長するモデルは、主人公によって経験された魂の喪失のおかげで、

ドストエフスキーの残りの４つの長編においてもそうだということができる。多かれ、少

なかれ（《悪霊》《白痴》）、人々の道徳的な共通性に対する近似性しだいなのだ。ドストエ

フスキーはこのような状況を、ラスコーリニコフやムイシキンにおいて現実の父の不在を

通して伝えており、また、徐々に霊的な父の獲得をスタブローギンとアルカージー＝ドル

ゴルーキーを通して伝えた（チーホン主教は《悪霊》、マカール＝ドルゴルーキーは《未成

年》の登場人物）が、≪カラマーゾフの兄弟≫における霊的神父であるゾシマ長老と、フ

ョードル＝カラマーゾフの姿における肉欲的な父が、大いに重要な人物達となっている。 
 上述したドストエフスキーの５大長編に関する思索は意味上の平面となり、それは、テ

クストの≪４度の解釈≫の伝統の枠内において比喩的な意味を伝えている：歴史―ある民

族の歴史としての―は、贖いの歴史として、もっと的確に言うならば、救済の前触れとし

て理解されているのだ。 
 もしも長編≪罪と罰≫が、ドストエフスキーの理解において救済のストーリーのモデル

として理解されているとするならば、それに３つの長編である―≪白痴≫、≪悪霊≫、≪

未成年≫は、時間におけるその続きであり、というのもそこには１８６５年以降のロシア

社会の発達が１９７０年代の中頃に達するまでが実際にたどられているからである。≪カ

ラマーゾフの兄弟≫は１８６６年に開始され、それに先行する３つの長編の時代を記憶に

思い起こさせるのだ。モデルは、描かれた現在、目的、つまりは救済に近づくようにどれ

だけ描かれているかということによって変形されている。例えば、≪未成年≫のフィナー

レは完全に希望をいだかせるものであったが、同時にラスコーリニコフは≪罪と罰≫の終

末において、いまだに自らの孤立性からの出口を見つけることはできなかった。≪転回≫

を経験するために、未成年のアルカージーは、ラスコーリニコフのようには罪の地獄を通

り抜ける必要はなかった。 
 ドストエフスキーには贖いの歴史の兆しを、直接的な現在へ、１８６５年から１８７０

年のロシアの歴史において捕捉する必要が生じた。彼には、≪当面の関心事≫を通して、

積極的な時間の影響の人間にとっての肯定的な概念を発見し、描き出すことが不可欠だっ

た。彼のユートピア的な思考は極めて緊密な形で現実と結びついていた。作家の意義とい

うものは、ドストエフスキーにとっては何よりもまず、現在の出来事の中に無知な目から

見ることの出来ない隠された理知を書き表すことであり、知られないままでいる目に見え

るおろかさを糾弾することであった。起こっていることについてよく知っているというこ

とは、ドストエフスキーにとっては終末論的に思考するということだった。 
 これから私は単に論の終わりだけではなく、私のドストエフスキーに関する判断の目的

にも接近することにしよう。確かに彼の終末論的な目標というものは彼によって―彼の芸

術の全ての法則にそって―登場人物や行動、つまりは状況に変化していった。 
 私がすでに指摘したように、ラスコーリニコフの状況は、殺人がその中心となるもので

あり、思いがけなく、二重の、計画していなかった殺人となり、ドストエフスキーの作品



においてはとても詳細なかたちで描かれ、まったくもってまさにその罪人の観点から描か

れたのだった。ラスコーリニコフの状況と、類似性においても、非凡な領域という点につ

いても比較できるのが≪カラマーゾフの兄弟≫におけるドミートリーの状況のみである；

この状況は、小説の最初から終わりまで、ドミートリーの兄弟であるアレクセイとイワン

との平行した状況と絡み合うものである。このような随伴現象は≪罪と罰≫には存在しな

い。スヴィドリガイロフの人物像というものは、個人的な人生の範囲内において平行する。 
 ここからは語りの技術の観点から見ていくことが不可欠となるだろう。ラスコーリニコ

フの状況において一体どのような形で現在が提示され、どのようにドストエフスキーは過

去と未来を結びつけたのだったのだろうか。 
 そしてこのことは、意識の表現の内容と、形式的な位相の性格付けにもとづいて行うべ

きだろう。内容のある位相はここでは必要不可欠であり、なぜならば人間の意識は作家に

よって高貴な感情と高度の道徳性を持った若者の規範で描かれているからであり、その若

者は強盗の目的で残酷な殺人を計画し、破綻の瞬間に絶頂に到達する；また、形式的な位

相も重要であり、なぜならば長編ではドストエフスキーによって導入されるフィクション

的な語り手がおり、独立的に話の進行を決定しているからだ。このことが意味するのは、

読者に同時に何かが伝えられており、何かが読者から隠れてしまっているということだ。

語り手の機能は主人公の意識の写実的な伝達へともたらされず、語り手は、現実へと賦与

されるその意識をさらけ出すことはない。語り手は物語のフィナーレに関する自らの知識

から現われた出来事について語っているが、それほど語り手はラスコーリニコフの意識に

≪転移≫しているのであるから、ラスコーリニコフの現在への沈潜は状況において、主要

な≪知識の中心≫なのだ。つまりは、ラスコーリニコフの思考と夢想と行動は、彼の体験

と実行の過程を通じて描かれるのである。思索家としてのドストエフスキーの天才的な作

業の自らの完成をこの事物の芸術的な具現化においてみることができる。 
 

Ⅲ 
 危機、破局点、犯罪―支えとなる言葉であり、その言葉の力を借りて、ドストエフスキ

ーの長編にとって、主人公によって自己を獲得させる典型的な状況を性格付けすることが

できる。日常性からの脱却は、突然生じ、自らを≪極限的状況≫である。 
 ハイデッガーにおいては、≪事物の忘却≫から≪出来事≫への出口を意味づける用語は

―≪転回≫である。 
 ≪転回≫はハイデッガーによると突然生じるものである。この概念が意味づけるのは≪

事物の忘却≫から≪事物の本質の光≫への突然の出口である。 
 この概念の抽象性の高度の段階にも関わらず、この概念は、技術の側面から人間を脅か

す≪危険性≫と結びついたままである。以上のことから、≪転回≫とは、まさに、何か特

別な技術的な技術的な器具との結びつきにおいて想起されるものだと思われるかもしれな

い。しかしながら≪技術≫という用語にも、≪転回≫という用語にも何も≪特別なもの≫



はほのめかされてはいない。≪存在の忘却≫は≪存在の実存≫という概念によってよりも、

より早く≪配慮≫という概念で説明することができる。配慮は自らの≪はなはだしい≫表

現を技術に、つまりは、人間に役立つような自然の征服の機械である装置の生産にみつけ

るのだ。 
 技術によって扇動される≪計算する理性≫は自らの支配を建設する：我々に対して世界

として対置されるものは、有用性の観点からのみ観察されるのである。ハイデッガーは≪

詩的≫なものの中にこのような設定に対する対立を見出したのだった。ハイデッガーによ

れば、詩的なものこそが≪全ての美しいものの芸術≫において支配的であるのだ。芸術は

技術に依存している以上、芸術は消費性のあるいかなる物体も生み出さず、その作品の世

界において、何らかの世界を作り出しているので、芸術の力というものは技術の本質と関

係があるからだ。≪芸術の本質≫と≪技術の本質≫は、真理の可能性の条件から出発して

考えられなければならない。芸術の本質が≪純粋な美学≫から解放されえないように、技

術の本質というものは、それが人間にとって補助的な手段であるとか、人間がよりよく世

界で生きていけるとか、使い勝手の良い、あるいは使い勝手が悪い手段であるとかという

ことでは単に結論づけられない。そのことも、他のことも、つまり、芸術も、技術も、≪

存在の本質≫に関係がある。しかしながらその事物の状態は、何度も何度も技術と芸術の

周りに立ち上る騒音によって掻き消されている。 
 ここでハイデッガーが強調しているのは事物の真実の秩序の隠蔽は、単なる見落としの

結果ではなく、それは歴史的にもたらされているということだ。現在ようやく、歴史にお

いてまさしく彼の哲学のおかげで哲学は存在し、彼は見落としを支配しているわけではな

いが、彼はそれにも関わらず彼はその見落としを思考し、話の対象としているのであり、

この隠蔽の事実は明らかなものとなるのだ。それゆえにハイデッガーは≪転回≫を思索し

始めたのであり、転回の助けを借りて、≪存在の本質の真理は実存的なものへと向かう≫

のだ。その時こそ≪芸術≫と≪技術≫がそれらの紛れもない本質において知られ、まさし

くこの世において人間の≪居住≫の可能性を保証する環境のようになるのだ。付け加える

ならば、そのことは以下のように響く： 
≪恐らく、私達はすでにこの転回の出来事の迫りくる影の前に立っているのであり、どの

ように、そしていつ転回が歴史の中で行われるのか、誰一人として知らないのだ。そのよ

うなことは知る必要もない。この種の知識は人間にとって破滅的であり、人間の本質が保

存的なものである以上、人間は存在の本質を守りながら、それにしたがってゆくのである。

≫ 
 ハイデッガーが思索の力を利用して準備したものを、ヘルダーリンは詩的に表現してい

る。ハイデッガーにとってはヘルダーリンは―≪転回≫の出来事から記述を行っている作

家だった。≪功績に満たされ、しかしながら詩的にのみ、人はこの世に生きているのであ

る。≫ 
≪哲学ノート≫の中でハイデッガーは、最後の神の将来の選民について語っている。彼



らは≪予感と探索≫によって特徴付けられるようになる。彼らは幾分か、≪本質的にみす

ぼらしい、社会的意見に何ら影響を与えない人々≫に属する。これらの選民は、≪存在が

出来事のように達し、自らの真理を実現し、保存する全権を与えようとするものだ。≫そ

の中でヘルダーリンは以下のように際立っている。≪ヘルダーリン―彼は遠くからやって

きて、それゆえに（未来の）選ばれた詩人なのである。ヘルダーリン―選ばれたものであ

り、なぜなら彼はまさに遠くの遠くからやってきて、その遠くには最も偉大なるものを手

にし、実現していたからだ。≫ 
ハイデッガーはドストエフスキーがキリストを引用していたようにヘルダーリンを引用

していた。ヘルダーリンは将来の選民の中でも最も選ばれたものだった。そして同時にヘ

ルダーリンはキリストのようにここにすでにいたのだった。 
≪存在の本質からの出口≫としての転回の期待：これは何を意味するのか？これが意味

するのは、この場合において、話が何らかの近づきつつあるものに関して行われるのでは

なく、始まってしまったものでもなく、預言のような未来に関するような、現在が未来を

定義づけるものを意味するのだ、というのも預言はすでにここに存在するのだ。存在する

だろうものであり（ドストエフスキーにおいては存在すべきもの！）―それは今ここにお

ける現実の実現の形成のための公式であり、修道院における修道僧はこの公式を利用して

いるが、その概念を現在において実現してはいないのだ。 
 

結論 
 もしもドストエフスキーとハイデッガーが≪終末論的に≫思考したとするなら、それは

両者の場合において、預言（極限）が現在を想起（過去）として、そして期待（未来）と

して定義したということになる。≪精神的な未来の先取り≫としての現在はまさにそのこ

とによって存在の意識の≪瞬間≫へと変化する。この瞬間はどの状態においてもセンチメ

ンタルな自己意識の≪体験≫とは理解されてはならず、この瞬間はそれよりも自己への真

実の対応としての≪配慮の呼び声≫によって満たされる。同様の定義がドストエフスキー

の小説における≪極限的な罪の状況≫にとって存在する。キリストとハイデッガーは未来

を反映する人物として、ドストエフスキーとハイデッガーによって体験され、つまりは意

識された、というのもなぜならば瞬間の極限を示しているからだ。 
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