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【中真生『生殖する人間の哲学』合評会】  

 

被造性・繁殖性・分離 
―中真生『生殖する人間の哲学――「母性」と血縁を問いなおす』によせて― 
 

平石  晃樹  
 

 レヴィナス研究の観点から中真生氏の著書『生殖する人間の哲学――「母性」と血縁を

問いなおす』（勁草書房、2021 年）1について若干のコメントと問題提起をすることがこの

小論の目的である。前半部では、本書のレヴィナス研究上の意義や特徴について述べる。

これをうけて後半部では、本書の具体的な主張をいくつか取り上げて検討を加えることで、

さらに問い進めるための論点を整理することにしたい。 

 

１．レヴィナス研究としての本書の特徴・意義  

 まず本書におけるレヴィナスの思想の位置づけを確認することからはじめよう。本書は

広義の「生殖」を「差異」と「普遍性」という二つの次元にまたがるものとして捉えよう

とする（vii-viii）。一方で、性差、個人差、境遇の差など、「生殖」にはさまざまな差異が刻

印されている。他方で、人間は誰もがこの世に産み落とされ、生殖器官を備えた身体とし

て存在している。その限りでは、「生殖」はあらゆる人間に関わるという意味で普遍的な次

元にも通じている。レヴィナスの思想が参照されるのは、そうした普遍性という観点から

「生みうるものとしての人間」（ix）のあり方を明らかにするためである。 

 以上をふまえて、三つの指摘をしたい。 

 まずは親子関係をめぐるレヴィナスの議論の解釈についてである。人間は生まれたその

瞬間から絶えず誰かの世話を必要とする。その「誰か」を「親」と呼ぶとすると、生殖と

親子関係は地続きであるといえる。ところでよく知られているように、レヴィナスは親と

子の関係を、父と息子の関係として、「父親であること＝父性（paternité）」という観点から

語っている。そうした語りにふくまれる問題点に留意したうえで、けれどもレヴィナスの

いう「父性」は、むしろ「母性（maternité）」と表現するほうが適切であると本書は主張す

る（37, 注 2）。さらにふみこんで、それは、子どもとの関係において自己の存在の変容や

再編成をとげる「親である私のあり方」（同）を表しているという刺激的な解釈を本書は打

ち出している。レヴィナス的「父性」のこうした捉えなおしは本書のレヴィナス解釈上の

大きな特徴をなしている。 

 次はレヴィナスの主体概念の解釈である。本書は、「繁殖性（ fécondité）」と「被造性

（créaturialité）」とを主体を構成する一つの対に見立て、生殖という観点からレヴィナスの
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主体概念に対する統一的な理解を鮮やかに示している。繁殖性が子どもという未来との関

係を表しているのに対して、被造性はこの私が創造されたという過去との関係を表してい

る。レヴィナスの哲学的テクストに登場する宗教的な含意の強い概念をどう引き受ければ

よいかは解釈上の難問だが、本書は、生殖の観点から「繁殖性」とセットで理解すること

で、「被造性」概念について筋の通った解釈を提出している 2。 

 最後に、本書の最大の意義はやはり、生殖に関するレヴィナスの思考を他の生殖をめぐ

る議論に接続させている点に求められるであろう。この接続は、レヴィナスの哲学のたん

なる適用や応用という形でなされるわけではない。むしろ本書は、現代の生殖論との対話

を通じて、レヴィナス哲学の理解を刷新させたり、レヴィナスのテクストに宿る隠された

意味を引き出したりする試みともなっている。先に見た「父性」の捉えなおしはその一例

であろう 3。レヴィナスによれば、親にとって子どもとはいわば「断絶をふくむ延長」とで

もいうべき存在である 4。しかし本書は、例えば森崎和江の印象的な記述を引きながら（21）、

親子関係にはさらに別の側面があることを強調する。それは、子という未来との関係が現

在の私を撹乱し変容させるということだ。これはレヴィナス自身の生殖論では必ずしも明

記されていない点である。だが、この側面に光を当てることで、『時間と他なるもの』や『全

体性と無限』における繁殖性の議論を、『存在の彼方へ』で提出される「〈同〉の内なる〈他〉」

としての主体性の構想に繋げて理解する興味深い解釈が得られることになるのである。 

 以下では本書の具体的な主張を三つ取り上げながら、それぞれが切り拓くさらなる問い

の領野を明るみにもたらすことを試みたい。 

 

２．本書が拓く問い  

 ①生まれることと創造されること  

 一つ目は「生まれること」と「創造されること」との関連についてである。先に述べた

ように、本書はレヴィナスの被造性の概念を人間の誕生に結びつけて理解しようとする。

もちろん、人間は創造主ではないので両者を単純に同一視することはできない。本書は被

造性を「あくまで主体のあり方を明らかにするのに必要な概念」（4）と位置づけている。

被造性から導き出される主体のあり方は「依存における自律」（5）と定式化される。 

 しかし、被造性から主体性を考察する際に看過できない重要な論点がある。それは、主

体がいかにしてみずからが創造されたことを知る
、、

のか、という問題である。これについて、

本書では次のように記述されている。「自分とは他なるものへの依存と自律は、部分的に制

限しあうことで両立するのではなく、ともにこれ以上ないほど徹底している。人間の自律

は、自らの起源を他なるものに負っているという、その被造性を忘れうるほど徹底してい

る〔……〕」（6）。ここで格別の注意を払いたいのは被造性の忘却の特異性についてである。

ひとは創造の出来事に居合わせることができない。だから、被造性の忘却とは一度も経験
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したことがないものの忘却であることになる。創造主にその存在を負いつつも、被造物は

そのことをまったく知らない。『全体性と無限』において、レヴィナスはこうした事情を「無

からの創造（création ex-nihilo）」という観念に依拠して説明している。「《無からの創造》

は、体系を打破し、ある存在を一切の体系の外側に、言い換えれば、その存在の自由が可

能になるような場に置く。創造は被造物に依存の痕跡を残すが、これは比類なき依存であ

る。依存する存在は、この例外的な依存、この関係から、自分の自存性そのもの、体系に

対する外部性を引き出してくる。〔……〕創造された実存の本質的なところは、それが〈無

限〉から分離されていることにある」（TI 108/183-184）。被造物は創造主の否定と肯定に先

だつ根深い無神論者として創造される。だから、創造されていることと無神論者であるこ

とは同義語だとさえレヴィナスは言うのだが（TI 158/262）、上の問いにとって重要なのは

次の点である。つまり、創造が「無からの創造」であれば、被造物本人にとっては自立こ

そが端的に先にあり、創造の事実は事後的にしか知られえないということになる。この「先

行するものの事後性」5（TI 47/83）からすれば、被造性は、「忘れうる
、、

」のではなく「忘れ
、、

る
、
」という仕方でしか

、、、、、、、、
被造物に刻印されないのである。 

 このような徹底した無知から出発して、創造されたということを、それも、神学的教説

としてではなく、まさにこの私
、、、

が創造されたということを当人が知ることができるという

点に、レヴィナスは「創造の驚異」（TI 88/153）を見ている。では、この創造をめぐる知は

いかにして可能となるのか。それは、本書でも触れられているように（6）、他人によって

問いただされることとしての「倫理」（TI 33/58）という出来事においてである、というの

がレヴィナスの考えだ。被造性はそれをめぐる知と密接に結びつけられており、両者を媒

介するものとして倫理が位置づけられる。では、人間の誕生についてはどうだろうか。「無

からの創造」の観念は、親と子の関係を生物学的・血統的つながりから解放しようとする

本書の基本的な考え（12）と通じ合うところがあるように見えるが、この私が生まれたこ

とを私自身が知るとき、その「知」はいかなるものとして特徴づけられるのだろうか。ま

た、被造性の知のはじまりが倫理と不可分であったように、誕生の知のはじまりもそうな

のか。あるいは、知という観点からすると、創造と誕生は重ならない部分がでてくるのか。 

 

 ②繁殖性  

 次に焦点を当てたいのは繁殖性についての本書の解釈である。すでに見たように、本書

は、繁殖性という子どもとの関係を、個人差や性差を超えた人間全般に関係する普遍的な

次元に位置づける。ここで問題となるのは、「人間というものを、続く世代を生み繋ぐもの

として見る見方」（12）である。人間が「続く世代を生み繋ぐもの」であるということは、

人間には子どもとの関係が何らかの仕方で刻印されているということを意味する。だが、

本書が注記するところによれば、その際の「子ども」とは、「現実に生まれたり生まれなか



被造性・繁殖性・分離（平⽯） 
『レヴィナス研究』vol.4(2022) 

15 
 

ったりする子ども」ではなく、「生みうる」ものとしての「人間のあり方に（通常の意味と

は異なる強い意味での）「可能性」として、「未来」として、構造的に含まれるもの」（122-

123）として理解される。一方で繁殖性は、被造性と並び、みずからのうちに他なるものと

の関係が刻まれた主体のあり方を示している。他方で、可能性という様態をとる点で、繁

殖性は被造性とは異なる。では、さらに進んで、この「可能性」としての繁殖性の身分を

どのように理解したらよいだろうか。 

 まず注意すべきは、レヴィナスのいう繁殖性はいわゆる生殖能力ではないし、子どもは

親に潜在していた可能性の単なる現実化ではない。『時間と他なるもの』で明言されている

ように、「権能（pouvoir）に係わる諸範疇も、所有（avoir）に係わる諸範疇も、子どもとの

関係を指し示すものではありえない」6のである。このことをふまえ、先の本書からの引用

では、「通常の意味とは異なる強い意味での」という但し書きが挿入されていたのだと考え

られるが、ではその「強い意味での」可能性とはいったい何なのであろうか。また、主体

に「構造的」に含まれる「可能性」としての子どもは、「現実に生まれたり生まれなかった

りする」経験的な意味での子どもとどのように関係づけられるのであろうか。これらの問

いは、つまるところ、繁殖性の「超越論的なもの（le transcendantal）」としての身分をどう

理解するのかという問題に帰着するように思われる 7。とはいってもそれは、「経験の可能

性の条件」という通常の意味で捉えられてはならない。というのも、そうした一方的な条

件づけの関係においては、条件づけられるもの（＝子ども）は条件づけるもの（＝繁殖性

の主体）に対して他ではなくなってしまうからである。ではどう理解すればよいのか。 

 以上に関連して、「子ども」という概念に関する本書の解釈ついても触れておきたい。本

書の終章では、血のつながりのある現実的な子ども以外にも、ひとはさまざまな仕方で「象

徴的な意味での『子ども』」と関わりを持ちうるということが具体例とともに検討されてい

る（258-264）。そして、子ども概念のこうした拡張は最終的には「人間にかぎらない『子

ども』」（262）にまで至るのではないかと示唆される。ここで提起されうるのは、子どもの

複数性の問題、あるいは生殖と共同体との関係という古典的な問題である。実際、次の引

用は、生殖を土台としつつも、家族や民族にはとどまらない共同体の可能性についての記

述として読めるように思われる。「〔……〕私たちは一面では、人々のあいだに、あるいは

ひとりの人のうちに、もっと微細な差異を見分けるよう促される。多面で、私たちは、そ

れらは濃淡の差に過ぎず、しかもつねに流動しているから、どこにも固定化された境界線

は引くことはできず、あらゆる人が、その意味で、濃淡の差はともないつつも連続してい

ると見るようにも促されるのではないか」（269）。レヴィナス自身、「父性」という親子関

係の延長線上で、子どもたち
、、

の横のつながりを「兄弟関係（fraternité）」という観点から考

察していた。『全体性と無限』から引用する。「父性は無数の未来として生起し、生み出さ

れた自我は、世界に唯一のものとして実存すると同時に、兄弟たちのなかの兄弟として実
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存する」（TI, 312/504）。本書ではレヴィナスの「兄弟関係」という概念については触れら

れていないが、「象徴的な子ども」との関係を視野に入れたとき、複数の子どもたちの横の

つながりはどのように捉えられることになるだろうか。また、レヴィナスにあって「兄弟

関係」には「父の共通性（la communauté du père）」8という一神教的想定があるが、こうし

た想定をせずとも、「あらゆるひと」が「濃淡の差はともないつつも連続している」と述べ

ることはできるのであろうか。 

 

 ③分離  

 最後に、より大局的な観点からの問いを提示してこの小論を終えることにしたい。今し

がたみたように、本書は生殖を起点とした人間のつながりを描き出すが、その背景には生

殖がさまざまな位相で大小の分断を生み出すことへの痛切な認識が控えている。その分断

は、生殖にまつわるいろいろな決定において「女性の意見を尊重する」という、一見する

ともっともな男性パートナーのそぶりのもとで巧妙に生じるものもあれば（64）、「母性」

という「制度」のもと構造的に再生産されるものもある（80-86）。こうした種々の分断を

乗り越えることが本書の大きなねらいの一つとなっている。 

 ところで、よく知られているように、この私が他人から「分離（séparation）」しているこ

とは、レヴィナスの思考にとってきわめて重要な意義を担っている。分離が保持されてい

るからこそ、全体性を形成したりそれに巻き込まれたりすることのない関係が可能となる

からだ。例えば、人間の被造性に根ざした共同体のあり方について、レヴィナスは『全体

性と無限』の結論部で次のように述べている。「虚無から出発する起源を創造によって肯定

することは、永遠性のなかにあらかじめつくられた万物の共同体〔……〕に異議を申し立

てることである。〔……〕創造という用語においては、諸存在のあいだの類縁関係が肯定さ

れると同時に、それらの根本的な異質性、無を起点とするそれら相互の外部性が肯定され

る」（TI 326/525）。このような分離を、レヴィナスは、存在者の数的な多性としてではなく、

存在者が存在するといういわば存在論的な位相において見いだそうとする。そして、この

「実存すること」それ自体の「多元性」は、自我の存在を構成する「存在論的範疇」とし

ての繁殖性に送り返される（TI 309-310/499）。実存することそれ自体の多元性というモチ

ーフは本書でも主として『時間と他なるもの』にそくして触れられているが（7-13）、改め

て考えてみるに、本書が提示する「生殖する人間の哲学」において、以上概観してきたよ

うな存在論的分離はどのように位置づけられるのだろうか。本書は、「生殖する人間」を、

経験的なものと普遍的なものの二つの次元を同時に生きるものとして定位する。そして、

前者の次元において認められる差異や境界が、後者の次元に立てば相対化されたり曖昧化

されたりすると主張する（268）。しかし、上述の区別にしたがえば普遍的な次元に位置づ

けられる「存在論的範疇」としての繁殖性は、存在することそれ自体における分離を成就
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するものでもあった。ならば、この位相におけるつながりと分離との関連をどのように理

解すればよいのだろうか。またさらに、普遍的な次元におけるつながりと分離とは、今度

は経験的な次元における差異や境界、あるいは分断とどのように関連づけられるのであろ

うか。 

 

 これまで大別して三つの主題について提示してきた数々の問いは、レヴィナスの生殖論

に関する本書の明快で新鮮な解釈によって拓かれたものである。この事実一つとっても、

レヴィナス研究の観点からした本書の意義を物語るのに十分であるといえるだろう。 

 

註 
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質を超越論的なものの相互的条件づけに見るという見立てのもと、シュネルは次のように

指摘している。「息子は、私自身（息子）による私（父）の乗り越えを、条件づけられたも

のによる条件の乗り越えを具象化する
、、、、、

（incarner）主体性の形象である」限りで、繁殖性は

「レヴィナス的な超越論的なものの新たな側面を表している」。 

8. 「他方で、人間の兄弟関係は、父の共通性を含意している。あたかも類の共同体では接

近がまだ十分ではないかのようだ。〔……〕一神教とはこうした人間的な類縁関係、こうし

た人種の観念を意味している。」（TI 236/380）


