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１．はじめに 

 

 かつて英国首相をつとめたマーガレット・サッチャーのスローガンに、“TINA: There is no 

alterantive.”（「この道しかない」）というものがあった。マーク・フィッシャーが指摘するよう

に、いまやこの言葉は、資本主義がすべてを覆い、その代替物を想像することすら不可能とな

った現在の状態を驚くほど簡潔に表した表現として解釈することが可能だろう1。 

 現在注目されつつある、いわゆる思弁的実在論のキーパーソンたちによる相関主義の外部に

ある実在の擁護は、資本主義の如くあらゆる反抗すらその内部へと飲み込んでしまう観念論的

相関主義への「革命的」な挑戦のように思えてならない。政治的な情況とは無関係にみえる哲

学的思索も、それが生み出される社会的な背景と切り離せないことを念頭に置くのであれば、

新自由主義が一人勝ちしてしまった陰鬱な現代は、意識との相関に待ったをかけ、決して「回

収(récupérer)」されることのない深淵な実在を肯定する新しい思考を受け入れる土壌として適し

ているのかもしれない。 

 もちろん、思弁的実在論が哲学的言説である限り、いくら社会的な文脈があれど、哲学とし

て吟味されるべきであろう。本稿では、思弁的実在論の代表的な論者の一人であるグレアム・

ハーマンによるエマニュエル・レヴィナスの読解を主題とする。ハーマンは、レヴィナスの 1940

年代を中心とした初期テクストについては幾分肯定的に言及するものの、1960 年代以降に前景

化するいわゆる他者論については一貫して批判的な態度をとっている。とりわけ後者に対する

ハーマンの批判は、彼の立場であるオブジェクト指向哲学ないし特異な美学の中心的なテーゼ

にかかわるものであり、レヴィナス研究の側からこれを吟味することで、ハーマンの主張を哲

学として扱う作業に着手したい。 

 そこで本稿では、まずハーマンのレヴィナス理解をまとめ、彼の批判がなにを狙っているの

かを整理する（（第 2 節）。筆者がみるところ、ハーマンによる批判はある種の（「ボタンの掛け違

い」になっており、有意義な批判とは言い難い。とりわけレヴィナスにしばしば向けられる（「人

間中心主義」という批判に対して、レヴィナス側からいかに再反論がなされてきたのかを踏ま

えることで、ハーマンの議論に応答する（（第 3 節）。その上で、レヴィナスとハーマンの両者の

議論をより有意義な仕方で討議すべき論脈として、レヴィナスにおける実在論とも言うべき主

張を議論の俎上に載せる（（第 4 節）。以上によって、両者にかんするより生産的な対話の場を設

                                                        
1 マーク・フィッシャー『資本主義リアリズム』セバスチャン・ブロイ、河南瑠莉訳、堀之内出版、2018

年、24 頁。 
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定することを目指したい。 

 

 

２．ハーマンのレヴィナス読解 

 

 ハーマンはいくつかの文脈で積極的にレヴィナスを参照しているが2、その論点は概ね次の二

点に集中しているように思われる。一点目は主体性とその環境にかんする論点――イリヤ、享

受(jouissance/enjoyment)、元基(élément)――であり、これはハーマンが（『存在と時間』期のハイ

デガーを批判的に読解する際に援用されることが多い。二点目は（『全体性と無限』(1961)や（『存

在するとは別の仕方で、あるいは存在することの彼方へ』（以降（『存在の彼方へ』と略記）(1974)

を中心としたいわゆる他者論であり、こちらはハーマンが自身の「第一哲学としての美学」を

展開する上で、人間中心主義という批判を向けるものである3。 

 このようなハーマンによるレヴィナス読解の大きな方向性は、既に（『道具−存在』(2002)に現

れているが4、とりわけ人間に強調点を置くレヴィナスの思想への不満は、「第一哲学としての

美学：レヴィナスと非人間」(2007)において、より厳しい批判として結実する。この論文の目

的を要約すれば、ハーマンは、レヴィナスに見出すことのできる人間を範例とした相関主義を

批判し、レヴィナスの後期著作『存在の彼方へ』における鍵語――近さ(proximité)や真摯さ

(sincerité)など――をモノ同士の関係にまで適用する拡張的な読解を施すことで、オブジェクト

同士が相互の実在性を担保したまま関係するあり方を記述する「美学」を新たな形而上学とし

て提示することにあると言えるだろう。それゆえ、ハーマンは序論において論文の趣旨を「レ

ヴィナスの改良された読解としてではなく、現代哲学全体のリサーチプログラム5」と位置づけ

ている。以下、その理路を追っていきたい。 

 オブジェクトないし実体(substance)という単位での実在性を確保したいハーマンは、レヴィ

ナスに人間中心的な相関主義を見出す手前で、レヴィナスの「善」の概念を批判している。曰

く、レヴィナスは善をプラトン的な超越として捉えており、さらにはそれを無限へとつなげて

いる。ここに潜んでいる問題は、超越を（「適用原理のないもの」、言い換えれば、（「形なきもの6」

にしてしまったことにある。ハーマンによれば、レヴィナスは超越を唯一の無限たる「存在の

彼方」に位置づけるがゆえに、「有限性や多様性、存在すること(essence)は、常に世界の戦争的

な闘争に属しているとレヴィナスが想定することは誤っている7」と述べる。それに対して彼が

提示するオルタナティブは以下のものだ。 

 

                                                        
2 ハーマンのレヴィナス受容にかんしては、レヴィナスの英訳者としても知られるアルフォンソ・リンギ

スが彼の指導教員の一人であったことにも着目すべきだろう。実際、ハーマンは自身のレヴィナスの読解

にリンギスからの影響があることを述べている。Graham Harman, Tool-Being: Heidegger and the Metaphysics 

of Objects, Open Court, 2002, p. 311. 
3 このような区分および評価は、次のテクストにまで見出される一貫的なものである。Graham Harman, 

“Levinas and the Triple Critique of Heidegger,” in: Philosophy Today, vol. 53, Issue 4, 2009, pp. 407-413. 
4 Harman, Tool-Being, pp. 235-240. 
5 Graham Harman, “Aesthetics as First Philosophy: Levinas and the Non-Human,” in: Naked Punch, Issue 9, 

Summer/Fall, 2007, p. 21f. 
6 ibid, p. 23. 
7 ibid. 「世界の戦争的な闘争」とは、おそらく『全体性と無限』の序文で述べられた、他者［超越］が抹

消され、全体性に支配された世界の様相のことを指している(cf. TI, 6)。 
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代替案とは、世界が制限された複数の個別の諸実体に満たされており、その諸実体は表面上の変化

にもかかわらず、存続する内なる核を有していると述べることであり、さらに諸実体は相互接触の

「戦争」から引きこもっていると述べることだ。諸実体はこのような仕方で引きこもっているのだ

が、「近さ」を通じて、依然としてどうにか相互に直面している。「近さ」はレヴィナスの見事な概

念だが、彼は誤ってこれを人間の経験だけに限定してしまったのだ8。 

 

ここからハーマンの読解の狙いを伺い知ることが可能であろう。つまり、彼は実体というオブ

ジェクトの身分を確保しつつ、それらが引きこもってはいるが、なにかしらの相互作用を取り

結んでいること――これを主張したいがゆえに、レヴィナスの「近さ」や「真摯さ」という概

念を人間以外にまで拡張しようと望むのである。 

 

私たちは、隠れた存在の多様性と、区別された個体によって満たされた感覚の領域をともに保持し

たまま、事物を完全な相互的現前から自由にすることができるのだ。レヴィナス哲学の根源は、統

一された善や形のない幽霊じみた霧というよりは、個別の実体なのである。実体は、発出する表層

がそこから発出する深みをなんらかの仕方で参照するあいだも、隣接したものとのあらゆる関係か

ら退隠している。我々は他者と完全に出会うことは決してないし、また表層に完全に出会うことも

ない。そうではなく、我々は自身を真摯さの状態にあると気づくのだ9。 

 

 ハーマンの診断によれば、他にもレヴィナスにはいくつかの避けるべき傾向が潜んでいる。

そのうちの一つが近年の言語哲学に見受けられる反実在論的傾向であり、もう一つが現象学的

な相関主義である。そのどちらも実体の実在性を無視する人間中心主義に陥る危険なサインと

見做されている。ハーマンのプロジェクトは、レヴィナスの概念である「近さ」を拡張的に用

いることで、レヴィナスを救い出すこととも言えるかもしれない。前者にかんして言えば、ま

ずもってハーマンは、レヴィナスが「近さ」や「真摯さ」といった概念を言語の次元へと結び

つける点に不満をもらしている。というのも、言語的転回とカント主義が混じり合うことで、

世界そのものではなく、世界へのアクセスの条件としての言語に焦点が当てられるからである。

とはいえ、すぐさま「言語は、世界の表層が我々にとって直接アクセス可能であれ、言語その

ものを超え出るなんらか実在的なものを指し示すということを保持することで、言語哲学の近

年の欠陥を修復する10」とレヴィナスを肯定的に判定する。その上でハーマンは、にもかかわ

らず、レヴィナスのアーギュメントのなかで枢要な役割を果たす言語がやはり「人間に限定さ

れる力11」であることは遺憾であるとの見方を示す。 

 後者にかんして言えば、ハーマンは、レヴィナスもフッサール以来の現象学の系譜に連なっ

ているのであり、メイヤスーが指摘した「相関主義」を免れないと考える。そこでハーマンは

再び「真摯さ」や「近さ」に着目し、非人間的で非相関主義的な実在するオブジェクト間の関

係を定式化することを試みる。 

 

「近さ」は融合なき接触なだけでなく、非対称的
．．．．

な
．
接触である。私が他者に魅惑されることは、他

                                                        
8 Harman, “Aesthetics as First Philosophy,” p. 23. 
9 ibid., pp. 23-24. 
10 ibid., p. 25. 
11 ibid. 
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者が私に魅惑されることを含意しない。そうであれば、魅惑は分離し、かつ並行的な真摯さとして

考えられるべきである。……とはいえ、この「近さ」の理論は、人間の知覚にだけ付随するもので

はない12。 

 

ハーマンが詳細に説明することはないが、その意図を汲むとすれば、以下のようになるだろう。

「真摯さ」はレヴィナスが生涯を通じて比較的よく用いる概念であり、細かな変遷をそこに読

み込むことも可能ではあるが、その意味するところは、目掛けられているもの――倫理的関係

における他者であれ、享受の対象である糧であれ――への媒介なき廉直な方向性と解すること

ができる(cf. EE, 65; TI, 62; 91; 147; 220; AE, 31f.; 147f.; 224-227, etc.)。レヴィナス自身も指摘する

ように、これはフッサール的な意識の「志向性」とは異なる13。さらに、レヴィナスの倫理的

関係における特徴の一つに、非対称性がある。私と他者を置き換え可能な存在とは見做さず、

他者は私にとって完全に把握されることはなく、常に他者からの問いただしや告発という仕方

で、私は応答する存在として召喚されることとなる(cf. AE, 227)。それゆえ、ハーマンは、こう

した非志向的（反相関主義的）でありかつ非対称的な関係性を、私秘性を保ったオブジェクト

の接触なき接触という関係へと転用することを目論むのである。その際、ハーマンの言う「魅

惑(allure)」とは、孤立して実在するオブジェクト同士が、にもかかわらず関係を取り持つその

仕方であり、これをハーマンは「代替因果」と説明している。とはいえ、ハーマンは「諸々の

対象はおたがいにどこまでも隠されている。相互に作用を与えあうとすれば、なにかしら代替

物や媒介物を介してでしかない14」と述べており、レヴィナスの真摯さが有する直接性とは相

性が悪いように思われる。 

 ハーマンにとって、残る課題は明白である。レヴィナスは倫理的関係を人間にのみ限定して

いるのであり、「岩や木については言うまでもなく、猿や犬についてさえ、「倫理」を要求する

者はおらず、我々は偏狭な人間の王国を標準なものとしている15」。それゆえ、この人間中心主

義を打破し、倫理的関係を動物のみならず、モノにまで拡張することで、新たな第一哲学たる

「美学」を打ち立てなくてはならないのだ。 

 

……哲学のためにダイヤモンドや爬虫類を救うことは我々の責任である。というのも、レヴィナス

は我々を手助けすることに関心がないからだ。倫理は第一哲学にはなりえない。……第一哲学は、

個別的な実体と諸実体相互の真摯な近さにかんするより一般的な理論を必要とする。というのも、

近さにおいてのみ、意思疎通は生じるからである。……レヴィナスが人間に特有な現象と見做した

実体の分裂は、実在全般の一般的特徴なのである。それゆえ、第一哲学は、倫理のうちにではなく、

実体と因果性にかんする一般的な理論のうちに見出されるべきなのだ。私は「美学」こそ、このよ

うな学問について倫理がかつてそうでありえたよりも、より良い名前であると提案したい16。 

 

                                                        
12 ibid., p. 26. 
13 レヴィナスの志向性理解については、以下の拙論を参照。石井雅巳「『全体性と無限』における享受論

の実在論的読解――レヴィナスはいかなる意味で現象学的か」、『フッサール研究』第 13 号、2016 年、1-21

頁。 
14 Graham Harman, “On Vicarious Causation,” in: Collapse, vol. 2, 2007, p189f.（「代替因果について」岡本源太

訳、『現代思想 特集=現代思想の転回 2014』2014 年 1 月号、青土社、2014 年、98 頁） 
15 Harman, “Aesthetics as First Philosophy,” p. 28. 
16 ibid. 
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 このような提起のもと、ハーマンは、「近さ」と（「真摯さ」を、「魅惑」や（「ほのめかし(allusion)」

という自らの代替因果によって語られる実在の形而上学へと昇華させようと企てる。ハーマン

によれば、レヴィナスが教えてくれるのは、「形而上学の真の問題は、体系において存在者がい

かに相互に作用するかではなく、近さ――触れることなく触れることであり、魅惑やほのめか

しと呼ばれるもの――を通して意思疎通しながら、いかに存在者が独立した実在としてその体

系から引きこもるか17」である。このようなオブジェクト一般の関係を考察する形而上学の観

点に立つならば、他の人間との倫理的関係はそのごく一部の狭い領域でしかない。それゆえ、

ハーマンはいま述べた形而上学を表す用語として、（「美学」を持ち出し、それこそが第一哲学で

あると宣言するのである。 

 

 

３．人間主義と人間中心主義 

 

 以上によって、ハーマンのレヴィナス読解を追ってきた。しかしながら、ハーマンの解釈は

レヴィナスの正確な読解を目的としていないとはいえ、端的に言って、現在の研究水準を踏ま

えるならば、レヴィナス読解の妥当性を著しく欠いたものと言わざるを得ない。議論の大きな

争点となるのは、レヴィナスの議論を人間中心主義と見做すことができるのかという点、そし

て仮にそうだとして、ハーマンはレヴィナスの倫理的関係をモノとモノとの間の実在的関係に

まで拡張することが可能なのかという点である。 

 この二点に踏み込む前に、レヴィナスの概念にかんするハーマンの理解について確認してお

きたい。（「真摯さ」については前節で補足説明を加えたが、ハーマンは自らの哲学的プロジェク

トに引きつけるあまり、レヴィナスの概念を――意図的にであれ――不正確に理解している。

その結果、本来有しているはずの意味合いが欠落したり、歪められたりしているものも少なく

ない18。以下では、「近さ」と「第一哲学」という語を取り上げ、吟味する。 

 まず、先の論文でも重要な役割を担わされた「近さ」を取り上げたい。この概念は、たしか

にハーマンが述べる通り、私と他者という人間同士で取り結ばれる非接触的な倫理的関係を示

してはいる。ハーマンがレヴィナスの倫理的関係を解釈する際、『全体性と無限』ではなく、『存

在の彼方へ』に依拠するのは故あってのことだろう。というのも、『全体性と無限』では現前す

る他者からの問いただしを倫理と定式化しているが19、『存在の彼方へ』に代表される後期の思

索において他者は「痕跡(trace)」として、「隔時性(diachronie)」のもと既に過ぎ去ったものとし

て私を告発するからだ20。それゆえ、現前が含意する接触や相関性が薄まり、把握できなさを

                                                        
17 ibid., p. 30. 
18 紙幅の都合上、詳しく取り上げないが、レヴィナスのテクストにおいて、「超越」や「善」は（ハーマ

ンが主張するような）決して適用原理を持たないものではない。あくまでこれらは、他人の他性を指し示

すものだからである(cf. TI, 241f.)。 
19 「批判は、存在論とは異なり、〈他〉を〈同〉に還元することがなく、むしろ〈同〉の遂行を問いただ

す。〈同〉を問いただすことは、〈同〉のエゴイスティックな自発性によっては起こりえない。それは〈他〉

によってなされるのである。〈他者〉の現前によって私の自発性がこのように問いただされることが、倫

理と呼ばれる。」(TI, 33) 
20 「顔は、ポール・ヴァレリーが「遠いむかし、決して十分にはむかしではない」と呼び、いかなる内省

も自己のうちに発見することができないものへと退去し、絶対的に満了し、過ぎ去った不在の痕跡のうち

にある。」(EDE, 276f.) 
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よりビビットな仕方で示す後期レヴィナスの諸概念は、ハーマンが語るオブジェクトの退隠と

より相性が良いのだろう。しかしながら、ハーマンは「近さ」が含意するはずの他者の痕跡、

つまりは過ぎ去ってしまっているという時間性の議論を自らの議論から周到にも消し去ってい

る。おそらく、後期レヴィナスにおいて主要とも言える隔時性の概念を認めてしまうと、オブ

ジェクトが現に、あるいは常に既に孤立して存在しているという絶対的な実在性に制限がかか

るからだろう。しかし、レヴィナスの用語上、「近さ」から痕跡の時間性を捨象することは不可

能である21。そもそもこのような時間の隔たりがないのであれば、「接触なき接触」とはいかな

る事態であるのだろうか。（「第一哲学としての美学」において、ハーマンの言う（「近さ」はレヴ

ィナスの定義からは離れ、もはや没概念となっていると言わざるを得ない。 

 次に、ハーマンがレヴィナスからの奪還を目論む「第一哲学」という名称を取り上げる。ハ

ーマンは、自らの美学が、人間を超えて、動植物やモノをも等しく扱う一般的な理論であるが

ゆえに、その名に値すると述べる。しかしながら、そもそもレヴィナスにおいて「第一哲学と

しての倫理」という語は、扱
．
う
．
範囲
．．

の
．
広
．
さ
．
を問題としていない。そのため、いかにレヴィナス

の倫理が人間に限定され、自身の美学がより広範な対象をもつと主張しても、「第一哲学」に込

められた意図が異なるがゆえに、その批判はすれ違いに終わるだろう。 

 レヴィナスにとって、「第一哲学としての倫理」(TI, 340, etc.)は、西洋哲学をこれまで支配し

てきた存在論の根源性に異を唱え、〈他〉を（〈同〉に還元するのではない倫理を見出そうという

試みを指し示すものである(cf. TI, 33f.)。そのため、レヴィナスの哲学的主張の内実を解きほぐ

す上で、この名称そのものに固執することはさして重要ではない。とはいえ、なぜ倫理が第一

哲学であると言い得るのかについて、本稿では先行研究を踏まえつつ、彼なりの正しさの基礎
．．

づけ
．．

の問題として解釈する道筋を示しておく22。 

 レヴィナスが描く倫理的関係とは、他者との言語を介した問いただしと弁明の関係であるが、

その際他者との対面は（「真理の条件」(EN, 48)と言われる。レヴィナスにとって他人による発話

は、まずもって、私の世界にかんする理解を客観化可能な主題として提示する役割を担う23。

というのも、レヴィナスは、認識や判断の正しさを個々の主観の内部で完結するものや普遍的

な理念から導出されるものとは考えておらず、他人との発話によってはじめて、個々の現象が

真偽や善悪について討議しうる「主題」となることが可能になると見做しているからだ24。 

 他人による発話は問いただしとして現れるが、そこには必ず主題とされる内容が伴う。その

                                                        
21 「近さ――「〜についての意識」が含む隔たりの抹消――は、共通の現在

．．．．．
なき隔-時性の距離を開く。

そこでは、差異は回収不可能な過去であり、想像不可能な未来であり、隣人の表彰不可能なものである。

この隣人に対して、私は遅れをとっている――隣人によって強迫されている――。しかしこの隔-時性に

おいて、この差異は他者に対する私の無関心ならざることである。近さは記憶可能な時間の錯乱なのだ。」
(AE, 142) 
22 レヴィナスの真理論については、以下を参照。小手川正二郎「真理と誠実さ――フッサール、レヴィナ

ス、ウィリアムズ――」、『フッサール研究』第 14 号、2017 年、1-14 頁。 
23 「発話は、与えることで、つまり所与として現象を提示することで、もっぱら共通性を創設する。発話

は主題化することで与えるのである。所与とは文(phrase)という事実である。文において現れは主題とし

て固定されることで、その現象性を失う。」(TI, 101) 
24 「反駁しえない何らかの真理、精神分析にその都度委ねられている「確実な言表」ではなく、一人の対

話者、一人の存在という絶対者であって、諸存在を対象とする真理という絶対者ではない。対話者という

絶対者は、真理として肯定されるのではなく、信じられる。ここで信ないし信頼とは、知識の第二の源泉

を意味するのではなく、あらゆる理論的言表が前提としているものなのだ。」(EN, 42) 
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内容とは、私の世界にかんする理解や振る舞いである25。私が所有している食べ物や寝床は本

当に私が専有して良いものなのか。その専有の根拠となっている理解は、飢えて凍えた者を目

の当たりにしてもなお正しいものであるのか。こうした他人からの問いただしに対して私は弁

明として応答することで、自身の理解や振る舞いを正当性しようと努めるのである(TI, 29; 327)。

とはいえ、他人からの審問は私の自由を侵し、私からなにかを強奪する暴力を目的とするもの

ではない(TI, 187; 242)。むしろ問いと応答を経ることで、はじめて私は自らの世界にかんする

理解や行為が恣意的で独善的なものではなく、自由で正当なものとしての確証を得るからであ

る。 

 

…（〈他者〉、つまり絶対的に他なるもの、すなわち他人は、〈同〉の自由を制限するわけではない。〈同〉

を責任へと召喚することで、〈他者〉は（〈同〉の自由を創設し、それを正当化するのである。(TI, 214f.) 

 

他者の現前は、自由を正当なものと素朴に考えることを問いただすものではないだろうか。自由は、

他ならぬその自由にとって、自己についての羞恥として現れるのではないか。……自由が非合理的

なのは、それが限界をもつからではなく、その恣意に際限がないからである。自由は自らを正当化

しなければならない。自らに還元された自由は、至高性としてではなく、恣意として達成されてし

まう。(TI, 338f.) 

 

 それゆえ、レヴィナスにとって、他者との言語を介した倫理的関係とは、人間が取り持つ諸

関係のうちの一つに収まるものではない。倫理的関係は、むしろ真偽や善悪について討議しう

る主題をもらたすばかりか、実際に私の世界の理解や振る舞いを正当化する場としても機能し

ており、広い意味での「正しさ」の条件や基礎づけに寄与するものである。そうであるからこ

そ、倫理は第一哲学であるのだ。 

 レヴィナスの術語にかんするハーマンの偏った理解を確認したところで、本節の冒頭で挙げ

た争点に戻りたい。ハーマンは、レヴィナスのうちに見出される倫理的な関係を相関主義を含

む人間中心主義として批判し、その理論をモノとモノとの関係にまで拡張するが、果たしてそ

の批判と拡張は正当なのだろうか。これを問うにあたって、いまこそ「近さ」であれ「倫理」

であれ、これらの概念や主張は、あくまで人間と人間の関係についての分析から導出されたと

いうことの意味を再考すべきだろう。その際、重要となるのが人間主義(humanism)と人間中心

主義(anthropocentrism)との区別であろう26。 

 まずもって、レヴィナスが人間中心主義的だという批判は新しいものではない。とりわけそ

れはデリダによって、（「絶対的に他なるもの」と（「他人」との齟齬にかんする問題として、ある

いは人間と対比される動物の否定的な取り扱いをめぐる問題として提起された27。デリダによ

                                                        
25 「他人との関係は、世界の外部で生起するのではなく、［私によって］所有された世界を問いただす。

他者との関係、超越は、〈他人〉に対して世界を語ることに存している。ところで、言語は、世界の本源

的共有を成就するものであるが、この共有は所有に準拠し、エコノミーを前提にしている。」(TI, 189) 
26 レヴィナスのユマニスム理解については、以下を参照。小手川正二郎「人間主義と形而上学――人間性

をめぐるハイデガーとレヴィナスの対決――」、『Heidegger-Forum』第 12 号、2018 年、1-16 頁。 
27 cf. Jacques Derrida, « Violence et métaphysique. Essai sur la pensée d’Emmanuel Lévinas », in : L’écriture et la 

différence, Paris: Editions du Seuil, 1967; L'animal que donc je suis, Paris: Galilée, 2006. 
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る批判に対しては、既にレヴィナス側から再反論されているものの28、デリダ以上に強い主張

を要求するハーマンにこれらの議論への目配せは見当たらない。たしかに、レヴィナスは公刊

著作において、倫理を人間のみに認めている。とはいえ、レヴィナスは、動植物であれモノで

あれ、人間以外の存在者を無下にしたのではない。あくまで具体的な人間そのものについての

彼なりの現象学的分析の帰結として、他者との倫理的関係が見出されているのである。人間の

分析に注力し、特異ではあるが、人間が有するはずの人間らしさやその倫理性を説いているが

ゆえに、レヴィナスの議論をある種の「人間主義」や「人間性」(TI, 234)の哲学と呼ぶことは

可能だが、「人間中心主義」と見做すことには飛躍がある。 

 実際、レヴィナスは動物との倫理的関係について問われた際、動物倫理の重要さを認めつつ、

人間と動物の関係には「また別の」倫理的関係の分析が必要であると述べている(cf. PM, 15)。

また、レヴィナスの倫理的関係の枠内でも、動物倫理や環境倫理の問題を取り扱うことは可能

である。というのも、動物倫理や環境倫理は、動植物や山河と直接的に関係を結ぶことによっ

て成就される必要はなく、直接的にであれ間接的にであれ、対人関係を基本としたなんらかの

議論や説得によって遂行されると考えるのが妥当だろう。それゆえ、レヴィナスの倫理的関係

の核心たる他者からの問いただしにおいて、動物倫理や環境倫理の問題を吟味するという仕方

で対処可能である。 

 さらに、ハーマンへの反論としても有効と思われるのは、そもそもレヴィナスによる人間的

な倫理を他の関係へと代入することは、人間の枠組みでもって別のタイプの存在者を捉えるこ

とになり、それこそ他の倫理学のみならずオブジェクト指向哲学も避けるべき人間中心主義で

はないかというものだ29。ハーマンが人間的意識の相関の外でオブジェクトの実在を擁護した

い以上、人間という枠組みを元に、それを押し拡げて適用することは、そもそも自身が批判し

たい相関主義への後戻りであり、レヴィナスが注意深く避けていたであろうタイプの人間中心

主義への退行になってしまうだろう30。 

 一般に、あるテクストになんらかの議論を欠如を指摘することが有意義な批判になりえるの

は、相手にその議論をすべき十分な理由があるにもかかわらずしていない場合や、議論の不在

を指摘することで、相手の議論そのものが立ち行かなくなる場合などに限られるだろう。とい

うのも、そうでない場合は、往々にしてないものねだりやすれ違いに終わってしまうからであ

る。上で確認した通り、ハーマンによるレヴィナス批判とその応用は、誤認に基づく拡大解釈

であり、レヴィナスの側に主張を放棄させたり、一部であれ改訂を促すものになりえていない

以上、このようなないものねだりの次元に終始しているように思われる。 

 たしかに、なにかについての批判を「そのなにかとは別の仕方で思考する」という態度表明

                                                        
28 cf. ジャン=ミッシェル・サランスキ「レヴィナスに対する諸反論について」小手川正二郎訳、『現代思

想 総特集=レヴィナス』2012 年 3 月臨時増刊号、青土社、2012 年、128-146 頁。小手川正二郎『甦るレヴ

ィナス：全体性と無限読解』水声社、2015 年、139-165 頁。渡名喜庸哲「「動物以上、人間未満」 : レヴ

ィナスにおける「エートスの学」」、『慶應義塾大学日吉紀要 フランス語フランス文学』第 60 号、慶應義

塾大学日吉紀要刊行委員会、2015 年、205-229 頁。 
29 もちろん、こう述べることによって、動物や環境に対する人間の責任を放棄することや動物などへの倫

理的行為が不可能であることを含意する意図はない。 
30 もし仮に、それでもなおハーマンがレヴィナスの倫理的関係の枠組みをオブジェクトにまで拡大する場

合、そこでの内容は、千葉雅也も指摘するように、「漠然とした（「大切にしましょう」というメッセージ」

に収まる程度のものになるだろう。千葉雅也・岡嶋隆佑「思弁的実在論と新しい唯物論」、千葉雅也『思

弁的実在論と現代について：千葉雅也対談集』青土社、2018 年、107 頁。 
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くらいの意味で捉えることも可能ではある。とはいえ、「第一哲学としての美学」の議論におい

て、星野太も指摘するように31、なぜそこで語られる事柄に「美学」という語を当てねばなら

ないのかについての説明は十分とは言えず、（「真摯さ」や（「近さ」についても同様の指摘が成り

立つだろう。ハーマンは、少なくともレヴィナス解釈にかんしては、批判を介した自説の消極

的な正当化には失敗している以上、なぜ相関主義が哲学的に誤っており、人間の外にある孤立

した実在が保証され、なおもそれらが関係するのかについてのより積極的な立論が求められる

だろう。 

 

 

４．現象学的実在論とインフレする実在論 

 

 ハーマンの議論は、管見の限り、批判対象を退ける際も自説を展開する際も、特殊な前提か

ら引き出された断言に留まることが多く、積極的な論証に欠けているように思われる。なぜ相

関主義や超越論的観念論が哲学として正しくなく、なぜオブジェクトが直接アクセスできない

実在性を有しており、なぜそのオブジェクトに中性子からドラゴン、婚姻関係をも含むあらゆ

るレイヤーの存在者を含むことができ、なぜ自身のオブジェクト指向哲学は退隠する実在同士

の間接的な関係を記述できるのかといったことをハーマンは十分に語っていないように思われ

るからだ。こうした「なぜ」を語る責務は少なくともハーマンにあるはずだが、そのような論

証なしに、議論の比較や修正、妥協などの論点を探るのは難しい。では、ハーマンとレヴィナ

スのあいだにはいかなる生産的な対話も不可能なのだろうか。そこで本稿では、少なくともハ

ーマンは扱ってはいないものの、レヴィナスとの共闘可能性を感じられる論点を提示し、新た

な対話の糸口を模索したい。 

 ザハヴィが指摘する通り32、ハーマンは現象学を幾分矮小化して捉えるきらいがあり、いわ

ゆるミュンヘン・ゲッチンゲン学派に属する実在論的傾向の強い現象学者について言及するこ

とはない。既に言及した通り、ハーマンはレヴィナスを論じる際、人間中心主義として退ける

倫理の論脈とともに、自らの哲学観に親和性が高いものとして享受の論脈に着目するが、そこ

で元基の在り方を幾分肯定的に取り扱うものの、あくまでハイデガーの道具の議論に対する批

判として読解するばかりで、その積極性について分析することはないに等しい。以下では、ミ

ュンヘン・ゲッチンゲン学派の議論を補助線とした、享受論の実在論的解釈の概要を提示し、

ハーマンの側へ投げかけたい33。 

 ミュンヘン・ゲッチンゲン学派の代表的な人物であるロマン・インガルデンは、フッサール

においては意識の実的成素である感覚与件（ヒュレー）を意識の外、言わば世界の側に属する

ものと捉えている34。フッサールにあって、世界や世界内の存在者はその本質からして志向的

な相関者であり、その存在の独立性は括弧に入れられている。これに反してインガルデンが示

                                                        
31 星野太「第一哲学としての美学：グレアム・ハーマンの存在論」、『現代思想 特集= 

現代思想の新展開 2015』2015 年 1 月号、青土社、2015 年、130-132 頁。 
32 cf. Dan Zahavi, Husserl's Legacy: Phenomenology, Metaphysics, and Transcendental Philosophy, Oxford 

University Press, 2018, pp. 180-182.（『フッサールの遺産：現象学・形而上学・超越論哲学』中村拓也訳、法

政大学出版局、2018 年、288-291 頁） 
33 インガルデンの現象学的実在論および享受論の実在論的読解の内実については、前掲の拙論を参照。 
34 cf. Roman Ingarden, Der Streit um die Existenz der Welt, Bd. II/1, Tübingen: Max Niemeyer, 1964, p. 185f. 
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したのは、それらが純粋志向的対象のみに尽くされるのではなく、むしろ知覚経験の感覚的側

面は意識に属さず、そのものとしてなんらかの世界への繋がりをもつという点である。 

 『全体性と無限』第二部の前半に位置するいわゆる享受論において、レヴィナスもひとが世

界やその中の存在者と非志向的なかかわりをもつことを示そうとしている。私を養う享受の対

象は元基と呼ばれるが、元基は（「形なき内容」(TI, 138) であって、ひとが浸り、接する限りで

の（「面（（おもて）」(TI, 146) として提示されるものである。その意味で元基は、「実体も基体も

欠いた質」、「実詞を欠いた形容詞」(TI, 139; 146) と言われる。 

 フッサールにあって感覚与件は、作用と並び意識の構成要素であり、あくまで作用によって

「統握」されることで知覚経験として説明される。仮に感覚与件が反省によって直観的に記述

されるにしても、感覚与件が私の意識から独立し、我々の生を条件づけていることはフッサー

ルにおいては認められない。これに対して、レヴィナスの享受における感受性とは、葉の（葉

という実体とは独立したその）「緑さ」、夕日の（（夕日という実体とは独立したその）（「赤さ」を、

認識のための素材と見做すことなく、我々の意識の成素ではない元基から提供される質として

生きることである。元基の「質」は志向的対象になる手前で我々の生の内容となり、生を養っ

ているとされる。 

 レヴィナスは、享受論において、生きられた身体性に着目し、外界の独立性を括弧に入れた

構成する志向的意識が己の所産のうちにその条件を見出すという、表象から享受への転換によ

って、表象の次元に対する享受の次元の権利上の先行性を提示している。享受は、少なくとも

第一義的には対象的事物とは異なる在り方をする質そのものを楽しむことにある。レヴィナス

は、観念論における意識の主体が自分自身の所産のうちに己の条件を見出し、「その所産が存在

に意味を付与する意識からその意味を受け取らない」(TI, 135f.)、つまり条件となるものは意味

付与される志向的対象とは別の在り方をしていることを示すことで観念論論駁を狙ったと言え

るだろう。 

 こうしたレヴィナスの実在論的主張はあくまで現象学の枠内で行われており、ハーマンの立

場からすれば、実体を尊重しない下方解体的な議論として解釈されるだろう。ハーマンによれ

ば、これまで西洋哲学は実在するものとしてのオブジェクトを二つの仕方で縮減し、歪めてき

た。一つは「下方解体／解体(undermining)」と呼ばれ、オブジェクトの下方により根本的な要

素を見出し、そこに実在性を与えるものであり、もう一つは（「上方解体／埋却(overmining)」と

呼ばれ、オブジェクトの上方にある性質やオブジェクト相互の関係を重視し、実在性をその性

質や関係へと還元するものである35。 

 そのため、あくまでハーマンによるオブジェクトの定義は中間的ないし否定的なものである。

というのも、オブジェクトは、広い意味での対象を上方解体も下方解体もしない限りでの、あ

らゆるものを指すからである。ハーマンの定義によれば、車も車輪も中性子もオブジェクトで

あり、車が孤立した実在性を有し、かつその部分であるボンネットやハンドルも実在性を有す

ることになる。その場合、ある対象に二重三重の実在性を認めることを意味するが、オブジェ

クトが下方へと際限なく入れ子状になることをハーマン自身も認めている36。また、ハーマン

                                                        
35 ハーマンはのちに、上方解体と下方解体の二つを併せ持った「二重解体(duomining)」という立場も存在

し、科学的唯物論がそれに当てはまると説明するようになる。Graham Harman, Object-Oriented Ontology: A 

New Theory of Everything, Pelican, 2018, p. 50. 
36 Graham Harman, The Quadruple Object, Zero Books, 2011, p. 113.（『四方対象：オブジェクト指向存在論入
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は、人間が取り結ぶ婚姻や軍隊に加わるといった（「関係」すらもオブジェクトであると言う37。

自然物や人工物の区別もなく、個的な事物のみならず集合的なものや理念的なものすらもオブ

ジェクトとしてカウントされる。あくまでハーマンが退けるのは、実在性を、より根本的な要

素にのみ
．．．

認めたり、より高次の関係性にのみ
．．．

認めたりすることであって、ハーマンは、中性子

から人間関係を含めたあらゆる種類やレイヤーの存在者にもオブジェクトとしての実在性が保

証されると考えている38。 

 本稿が着目したいのは、ハーマンがあらゆる種類やレイヤーのオブジェクトにも実在性を認

めるという点である。レヴィナスの享受論は、ある側面で、フッサールに見出される人間的ア

クセスの哲学へのオルタナティブとして提示されている。また、ハーマンが肯定するオブジェ

クトとの間接的な関係も意識の作用ではなく、非志向的な関係であるはずだ。それに加えて、

オブジェクトの定義上、レヴィナスの元基の実在性も
．
ハーマンは認めてよいはずである。たし

かに、レヴィナスとハーマンのあいだには、対象的事物としての実体に実在性を認めるか否か

をはじめとして、根本的な対立も存在する。とはいえ、もしハーマンがレヴィナスとのより建

設的な対話を望むのであれば、彼が採るべき態度は、レヴィナスの議論を未だ人間的であると

いう理由でもって拒絶すること39ではなく、少なくとも自らが主張したい非相関主義的な関係

の一例として非志向的な関係を認め、インガルデンやレヴィナスをその先例として論点ごとに

比較しつつ、自らの議論を論証として洗練させるというものではないか。そのことの方が「近

さ」の拡張的読解よりもテクストに忠実であるのみならず、ハーマンが自らの思索の源とする

と同時に最大の敵としている現象学と対話可能な議論をもたらすがゆえに、ハーマンとレヴィ

ナス、さらには現象学者にとってもより生産的であるように思われる。 
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