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贈与と倫理学 

佐々木雄大 

１．はじめに 

 本ワークショップの主旨は、「倫理学が抽象度の高い理論として受容されるだけではなく、人々の行為の指

針として了解されるには何を為し得るか」を議論することである。このことは、言い換えれば、倫理学が現実

的な生活から遊離した、単なる客観的な理論であるだけでなく、それがいかにして人々の「日常的生」と実践

的に関わりを持ちうるか、という問題であると考えられる。人間の「日常的生」は、何よりもまず、生きる糧

を得るために働き、道具や財産を他者との間で分かち合い、必要に応じてそれらを他者とやり取りし、飲み食

いすることで営まれる。人間がこのように生産・分配・交換・消費することで生を維持するかぎり、その生は

つねにエコノミーの内で営まれる。だとすれば、倫理学と「日常的生」との関係を問うことは、倫理学がエコ

ノミーに対してどのような関係をもつかを問うことに等しい。 

 それは一方で、倫理学とそれに関わる人々が経済活動の中で、どのような価値を生産し、収益を上げること

ができるか、という問題として理解される。教育産業として、どれだけの顧客を集めることができるか、出版

産業として、どれだけの部数を売り上げることができるか。そこでは、経済的利益が学問の価値基準として理

解される。近年、とりわけ人文学が苦境に立たされている大学改革において、しばしば引き合いに出される「社

会的有用性」という概念もまた、そうした経済的な指標と深い関連を有していると言える。 

 他方で、倫理学がひとつの学問であり、学問とは何らかの意味で真理の探求であるかぎり、単なる有用性や

経済的価値へと還元されてはならない、ということは論を俟たない。とはいえ、学問が単なる経済活動ではな

いと述べることは、エコノミーと何ら関わりをもたないということを直ちに意味するわけではない。それは研

究するためにも日々の生活の糧を稼がなければならないとか、学問的関心がその時代の経済的・政治的状況に

よって規定されているとか、そうした理由からだけではない。そうではなく、倫理学（というより、学問全般）

はあくまでも、それを研究し教育するという人間の活動であるのだから、エコノミー――例えば、「行為や選

択について予測されるコストと利益を総合的に計算して、稀少な資源を節約し
、、、

ようとするあらゆる振舞い」1と

定義されるような、狭義の「経済的なもの」とは区別された――との関係において位置付けられざるをえない、

ということである。 

 かりに倫理学が、いわゆる商業的利益や経済的交換に限定されないエコノミーの形態であるとするならば、

それを何と呼ぶべきだろうか。ひとつの答えは、「贈与」である。十九世紀末から二〇世紀の初頭、主に人類

学の領域において贈与の問題が注目されて以来、モース、バタイユ、ハイデガー、レヴィナス、デリダといっ

た多くの思想家・哲学者たちが贈与の問題を取り上げてきた。現行の経済体制を相対化するといった経済的な

関心ばかりでなく、人間の思考を規制する存在論的な問題としても、贈与論が今もなお、哲学的・倫理学的に

重要な論点のひとつであることは、疑いを容れない。それゆえ、ここでは、エコノミーの観点から、倫理学と

贈与の関係を二重の仕方で検討するべきだろう。すなわち、贈与は倫理学においていかなる意味を持ちうるか、

そして、倫理学はいかなる意味で贈与でありうるか、ということである。 

 したがって、本発表では以下、まず贈与はどのような意味で倫理的であるかを検討し、次に贈与は倫理その

ものであるかについて考え、最後に倫理学は贈与であるかを問題とすることにしたい。それによって、倫理学

とエコノミーの関係が明らかになり、したがって、倫理学がいかにして人々の「日常的生」と関わりを持ちう

るかという問いに対する答えとなるだろう。 

                                                        
1
 A. Caillé, Dé-penser l’économique, La Découverte, 2005, p. 208. 
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２．贈与は倫理的であるか 

最初に検討するべきは、贈与が何らか倫理学の対象であるか、言い換えれば、贈与は何らか倫理的な

もの・道徳的なものであるか、ということである2。もし贈与が倫理的な範疇に属するのでなければ、そ

もそも倫理学の検討対象であるとは言えないからである。 

贈与はまず、道徳的に善い行為として倫理的でありうる。それは第一に、見返りを求めない一方的な

贈与として、恩恵・無償の愛・自己犠牲の精神は、伝統的に最善の行為であると認められてきた。第二

に、双務的な互酬性に基づく贈与‐交換もまた、人々の相互扶助や社会的紐帯を基礎づけるものとして、

倫理的なものと言える。 

例えば、後の贈与論に大きな影響を及ぼしたモースは、『贈与論』において、未開社会における経済シ

ステムを「全体的給付体系」と呼び、これを贈与‐交換の体系と捉えた。贈与‐交換は、「贈り物を与え

る義務」「贈り物を受け取る義務」「受け取った贈り物の返礼をする義務」という三つの道徳的な義務に

よって規則立てられる。モースがこうした未開社会における贈与‐交換に注目した背景には、功利的計

算や合理的精神、利益第一主義といった近代的な経済・社会に対する批判意識がある。モースは、『贈与

論』の結論部で、次のように述べている。 

 

人間を「エコノミック・アニマル」に仕立てたのは、きわめて最近のわたしたち西洋の諸社会である。

〔……〕ホモ・エコノミクスとは、わたしたちがすでに通り過ぎた地点ではなく、わたしたちの前に

控える地点なのだ。道徳（morale）と義務の人がそうであるように。また、科学と理性の人もそうであ

るように。人間はじつに長いあいだホモ・エコノミクスなどではなかった。3
 

 

ここでモースは、近代的な経済体制と未開社会の給付体系を対置し、商業的交換によって後退してし

まった社会道徳を、贈与‐交換の伝統の中に再発見しようとしている4。社会学者であると同時に社会主

義者であったモースは、現代人の利己主義・個人主義を補完するような連帯意識と寛容の精神を、贈与

の中に見出そうとするのである。 

しかし、贈与は善い振る舞いとしてだけ倫理的であるのではない。それは、ときとして道徳的な悪に

もなりうる。それ自体としては無償の贈与であるはずの自己犠牲による死は、事後的に、共同体の神話

として利用されるならば、共同体の成員を束縛・抑圧する悪しき力となりうる。また、モース自身が別

のところ（「ギフト、ギフト」）5で指摘しているように、社会的紐帯を形成する贈与‐交換は、それが関

係を拘束するものであるがゆえに、他者を攻撃し、従属させるための手段にもなる。例えば、給付を与

                                                        
2
 この節ではさしあたり、「道徳的」「倫理的」という言葉を区別せず、両者ともに「道徳的判断の対象と

なる」（つまり、善や悪として捉えられる）といったほどの意味で用いることとする。 
3
 M. Mauss, Essai sur le don, in : Sociologie et anthropologie, PUF, 1950., pp. 271-272./ 『贈与論』守山工訳、

岩波文庫、二〇一四年、四三一頁。 
4
 モースは、「けれども、ただ事実を述べ立てるだけでは十分ではない。そこから何らかの実践を、道徳

の教えを導き出すことが必要である」（ibid., p. 262./ 同上、四〇四頁）と述べているように、未開社会の

贈与‐交換から道徳的実践のための規則を導出しようとしていることは明らかである。ただし、モース

は、贈与‐交換を純粋な道徳的な規範としてだけ考察しているのではなく、法的規範との関係で理解し

ていることを註記しておく。 
5
 M. Mauss, Gift, Gift, in : Œuvres, III, Éd. Minuit, 1969, pp. 46-51./ 同上、三七－四九頁。 
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えたのに、それに対する返礼が規定された方式によってなされなければ、呪術によって攻撃されること

になる。あるいは、対抗贈与であるポトラッチにおいて、与えられた贈り物と同等かそれ以上の贈り物

を返すことができなければ、対立する首長に服従しなければならない。この意味で、贈与とは「贈り物」

（gift）であると同時に「毒」（Gift）にもなりうる。「毒」という言葉で名指されていることから明らか

なように、こうした贈与にまつわる拘束的な性格は、モースにとって望ましいものであると同時に、悪

しきものとも捉えられていたのである。 

こうして、贈与（無償の贈与も贈与‐交換も含む）は、道徳的に「善い」とされるのであれ、「悪い」

とされるのであれ、いずれにせよ道徳的な判断の対象であると言える。この意味で、贈与は確かに倫理

的なものである。さらに言えば、贈与が人間の共同体や社会的紐帯、道徳的義務の根底に存するものだ

とすれば、すぐれて倫理的な範疇に属する事柄であるとも考えられるだろう。 

 

３．贈与は倫理であるか 

では、贈与が単に道徳的判断の対象であったり、倫理に関わるもろもろの事柄のうちの一つであった

りするだけでなく、贈与こそがまさしく「道徳」あるいは「倫理」そのものであると考えることはでき

ないだろうか。 

ひとつには、損得勘定や功利的計算の彼方にあるものとして、贈与こそが道徳であるとみなす考え方

が挙げられる。モースの場合、贈与‐交換は、単に資本主義・自由主義経済に対する、より道徳的な経

済の規則であるばかりでなく、それは分断された市民社会において、「新たな道徳」6を構築するための原

理でもあった。すなわち、モースにとって贈与（あるいは贈与‐交換を規制する互酬性の原理）とは、

道徳規範そのものなのである。 

もうひとつの可能性は、他者を歓待する贈与においてこそ、エコノミーと存在論を超越する倫理の次

元が開かれるという観点である。レヴィナスは『全体性と無限』において、エコノミーの語源的な意味

に遡り、〈家〉が所有の条件であるとする。人間は〈家〉に住まうことによって、環境とは区別された自

己の内面性を確保し、また労働することによって、事物を所有する。こうして諸対象が主体によって所

有され、世界の内で配置された状態が、存在のエコノミーである。このエコノミーにおいては、世界は

私の自己同一性、すなわち〈同〉に還元され、決して〈他〉へと開かれることがない。このようなエゴ

イズムを審問するものが、〈他者〉である。 

 

けれども、〈家〉に迎え入れられることで創設される所有そのものから私が解きはなたれ、ものたちを

それ自体において見ることができるために、言い換えればそれをじぶんに表象し、享受と所有とを拒

否することが可能となるためには、じぶんが所有しているものを私が贈与する
、、、、

ことができなければな

らない。かくてはじめて、〈私ではないもの〉とのかかわりを絶対的に超え出たところに、私は位置を

獲得することができるはずである。とはいえそのために私は、じぶんを問いただす〈他者〉の、まっ

すぐに向けられた顔に出会わなければならない。7
 

                                                        
6
 モースの評伝の著者であるマルセル・フルニエは、贈与論には、「蓄積された富の再配分を保証する

ような相互的な尊敬と互酬的な鷹揚さに基づく「新たな道徳」を擁護する」（M. Fournier, Marcel Mauss, 

Fayard, 1994, p. 521.）という動機が隠されていた、と指摘している。 
7
 E. Lévinas, Totalité et infini, Kluwer Academic,1971, p. 185./ 『全体性と無限』（上）熊野純彦訳、岩波文庫、
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〈他者〉が顔のうちで現出することで、私の所有に異議が唱えられ、私は他者に対して自己の所有物

を贈与せざるをえなくなる。レヴィナスによれば、このような他者からの呼びかけに対して応答する可

能性＝責任（responsabilité）においてこそ、倫理（l’éthique）の次元が確保されるのである。すなわち、

存在論とエコノミーが主体による世界の所有へと還元されるのに対して、倫理とは他者への贈与――と

りわけ「〈他者〉にみずからの存在を提供すること」8、つまり自己の贈与――として規定されるのである。 

レヴィナスが続く箇所において、倫理が生起する場面として「教え」（enseignement）を挙げているこ

とも、ここで確認しておこう。教えとは、弟子が未だ知らない事柄を、師が弟子に対してもたらす語り

である。弟子があらかじめ知っていることを教える場合も、あるいは、弟子が未知の事柄を結局習得で

きなかった場合も、いずれの場合においても「教え」があったことにはならない。「教え」はつねに、未

知のものを知にもたらすこと、逆から言えば、自足的な知を外部の未知のものへと開くことにほかなら

ない。この外部性を〈他なるもの〉と呼ぶならば、「教え」において主体は〈他なるもの〉へと開かれる

がゆえに、教えが教えるものは「その外部性、倫理にひとしい」9と言われるのである。 

 モースとレヴィナスは、それぞれ異なる表現で、贈与を道徳あるいは倫理として規定していた。あえ

て両者の共通点を取り出すならば、利己主義や所有といったエゴイズムによって特徴付けられる経済・

エコノミーを超出するものとして、贈与が位置付けられ、それゆえ、贈与は倫理そのものと看做される

ことになる、と言えるだろう。 

 

４．贈与とは何か 

以上の議論から、贈与は倫理的なもの（倫理学の対象）であり、倫理そのものであることが、明らか

となった。しかし、これはまだ問題の半分にすぎない。そのうえで問われなければならないのは、倫理

学は贈与でありうるか、ということである。この問いに答えるためには、倫理学とは何であり、贈与と

は何であるかを明確にする必要がある。 

まず、贈与の定義から確認しよう。既に見たように、モースは贈与‐交換を「贈与」「受贈」「返礼」

の三つの義務によって定義していた。贈与‐交換は、互酬性の原理に基づき、贈与者が贈り物を受贈者

へと与え、時間をおいて、今度は受贈者が贈与者へと反対給付をすることである。その際、贈与と返礼

の間に、いかなる時間的な隔たりもなければ、それはただの交換であったということになる。また、初

めの贈与にせよ、その返礼にせよ、より一般的に言って贈与は、「誰かが何かを他の誰かに与える」とい

う定式の下で、生起すると考えられる。 

では、見返りを要求しない無償の贈与（純粋贈与）のための条件とは、いかなるものか。それが贈与

‐交換でも交換でもないためには、その返礼があってはならない。もしそこに何らかのお返し――物質

的なものであれ、精神的なものであれ――が生じるならば、それは互酬性の原理に基づく贈与‐交換に

すぎない。もし贈与がそれとして贈与者に意識されるならば、贈与者は見返りを期待するだろうし、受

贈者に認識されるならば、受贈者は負債の意識を感じずにはいられないだろう。こうして、贈与は実際

に返礼がなされないとしても、潜在的に互酬性の原理に従うことになってしまう。したがって、贈与が

                                                                                                                                                                                          

三五〇頁。 
8
 Ibid., p. 200./ 同上、三七八頁。 

9
 Ibid., p. 186./ 同上、三五一頁。 
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贈与であるためには、贈与者にとっても受贈者にとっても、贈与が贈与として認識されてはならない。

こうした事情を踏まえて、デリダは『時間を与える』において、純粋贈与のための条件を次のように規

定する。 

 

究極的には、受贈者は贈与を贈与として認識し
、、、

てはならない。もしそれとして
、、、

認識されれば、もし贈

与がそのものとして現われるならば、もし贈り物が受贈者にとって贈り物として
、、、、、、

現前する（présent  

comme présent）ならば、この単純な認識は贈与を無化してしまうのである。〔……〕 究極的には贈与

としての贈与は贈与として現れてはならない。受贈者にとっても
、、、、、、、、

、贈与者にとっても
、、、、、、、、

。10
 

 

贈与は、その当事者の意識に対して、贈与として現前してはならない。贈与が贈与として現前するな

らば、それはもはや贈与ではないし、贈与が贈与として現前しないならば、当然ながら贈与はない。贈

与とは、それ自身として現前することがありえないものである。すなわち、純粋贈与とは、「現前するこ

とのありえない贈与」11なのである。 

だとすれば、先ほど挙げた贈与の一般的な定式「誰かが何かを他の誰かに与える」は、そのまま贈与

を無化する条件でもあることになる。というのも、贈与者と受贈者は、与える・受け取る者として主体

的であり、贈り物は何らかの対象として現象するからである。したがって、純粋贈与のための定式は、

むしろ「誰でもない者が何でもないものを他の誰でもない者に与える」でなければならないのである。 

とはいえ、かりに純粋贈与がこうしたものだとすれば、通常の「日常的生」を営む意識にとって、そ

れはほとんど「不可能なもの」12ではないだろうか。あるいは、単に不可能であるばかりでなく、エコノ

ミーにとって無関係なことがらでさえあるのではないか。この疑問に関しては、後に検討することにし

よう。 

 

５．倫理学は贈与であるか 

 では次に、倫理学が贈与という名にふさわしいか否かを検討するために、倫理学の古典的な場面に遡

ることにしよう。それは、プラトンによるソフィスト批判である。なぜこの問題に立ち返るかといえば、

それはまさしくソフィストが知と貨幣を交換するがゆえに批判されるのに対して、プラトンが主張する

真の「哲学者」が無償性（すなわち贈与）によって特徴付けられるからである。プラトンは、『ソピステ

ス』篇の冒頭において、エレアの客人（通常の対話篇であればソクラテスの役割）に、次のように語ら

せている。 

  

そうするとまた、〈獲得の技術〉のなかの交換によるもの、その〈交換〉が商いにより行なわれるもの、

その〈商い〉が〔他人の作品を売る〕小売業であっても、自分の作品を売る直売業であっても、その

両方を含めて、およそ先に言ったような事柄を扱う〈学識販売業〉として成立する営みであるならば、

どうやら君としては、それをつねに〈ソフィストの術〉と呼ぶことになるようだね。13
 

                                                        
10

 J. Derrida, Donner le temps 1. La fausse monnaie, Galilée, 1991, p. 26. 
11

 Ibid., p. 46. 
12

 実際、デリダ（とその贈与論の隠れた参照元であるバタイユ）において、贈与とは「不可能なもの」

（l’impossible）と呼ばれている。 
13

 Sophistes, 224E./ 『ソピステス』藤沢令夫訳、『プラトン全集』第三巻、岩波書店、一九七六年、二八
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 ソフィストの技術はここで、分割法によって、以下のように分類されている。まず、それは交換によ

る獲得の技術であるが、「贈与によるもの」（δωρητικον）14ではなく、商業によるものである。次に、こ

の商業は身体のための商品ではなく、魂のための商品（学識）を売る業である。そして、この学識は技

術に関するものではなく、徳に関するものである。したがって、ソフィストとは徳に関する知を販売す

る商人である。 

 プラトンは、商業一般を非難しているわけではない。人は生活に必要な一切のものを自分で作ること

はできないのだから、自分の作品を売り、他人の生産物を買うことは有用であるどころか必要でさえあ

る。問題は、ソフィストが徳に関する学識を売る、と称していることにある。専門的な知識、すなわち

技術やノウハウを売る職業を考えることはできる。しかし、徳や善美のことがらに関する知、すなわち

真理を売ることはできない。 

その理由は第一に、ソフィストは、彼らが自称するような真理を持っていないからである。「そうする

と結局、ソフィストとは、あらゆる事柄について何か見かけだけの知識をもつ者であって、真理をもつ

者ではないということが、われわれに判明したことになる」15。ソフィストは、あらゆる事柄について知

識を持ち、それと貨幣と交換に教えることができると主張しているが、彼らは当の売るべき商品を所有

していないのである。人は自らが持っていないものを売ることはできない。 

第二に、よく知られた『メノン』篇の議論にあるように、そもそも徳を教えることはできないからで

ある。徳は教師から弟子へと移し入れることができるような知識やノウハウではない。したがって、徳

を教えることはできない。「徳というものは、もし誰かにそなわるとすれば、それは明らかに、神の恵み

によってそなわる」16。したがって、もし徳が何らか授けられるということがあるとすれば、それは貨幣

との交換によるのではなく、贈与によって与えられるよりほかない。 

第三に、かりに彼らが真理を持っていたとしても、真理を貨幣と交換することはできないからである。

ソフィストは、自分達が教える知識に値段をつけ、弟子の支払う値段に応じて教えていたとされる17。し

かし、アリストテレスが『エウデモス倫理学』において述べているように、「知識と金銭は一つの尺度で

は計られない」18。それゆえ、真理と貨幣との交換は、つねに不正な交換でしかありえないのである。 

 このように、貨幣と交換に徳を教えることは、単に不正であるだけでなく、そもそも不可能なことな

のである。これに対して、プラトンが哲学者のモデルとするソクラテスは、無償性によって特徴付けら

れる。ソクラテスは、弟子から報酬を得ることを拒否し、見返りもなしに知を与える。こうしたソクラ

テスの態度について、マルセル・エナフは『真理の値段』において、「知と寛容な贈与との本質的な関係

                                                                                                                                                                                          

頁。 
14

 Ibid., 223C./ 同上、二五頁。 
15

 Ibid., 233C./ 同上、五四頁。 
16

 Menon, 100B./ 『メノン』藤沢令夫訳、『プラトン全集』第九巻、岩波書店、一九七四年、三三二頁。 
17

 「ところで仮にもしぼくがプロディコスから五〇ドラクメ分の講義を聴いていたならば、それを聴い

た者は、彼の人のいうところでは、名前についての十分な教育を授けられるのだそうだ〔……〕ぼくが

聴いたのは、一ドラクメ分の講義だったのだ」Kratylos, 384B-C./ 『クラテュロス』水地宗明訳、『プラト

ン全集』第二巻、岩波書店、一九七四年、六頁。 
18

 Ethica Eudemia, 1243b./ 『エウデモス倫理学』茂手木元蔵訳、『アリストテレス全集』第一四巻、岩波

書店、一九六八年、三一四頁。この箇所で問題となっているのは、フィリア、すなわち互酬的な愛であ

る。 
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という観念そのものを先鋭化する」19ものだとする。すなわち、真理とは誰であろうと受け取る権利があ

り、その恩恵に浴するべきものだ、ということである。 

 こうして、倫理学の古典的な場面に立ち返るならば、徳を教えることとは、貨幣との商業的な交換で

はありえず、決して交換されないものを与えることである、と言える。すなわち、倫理学とは贈与であ

る。 

 

６．おわりに 

ところで、知を貨幣と交換するソフィストと対照的に、ソクラテスの倫理学がその無償性によって特

徴付けられるとして、それは厳密な意味での無償の贈与と言えるだろうか。 

既に見たように、純粋贈与の条件とは、贈与者にとっても受贈者にとっても贈与が贈与として現前し

ないことであり、その定式は「誰でもない者が何でもないものを他の誰でもない者に与える」であった。

確かに知の贈与は、「教え」が未知のものをもたらすことであるかぎり、そこで贈られるもの（真理）は、

受贈者にとって未知のもの、すなわち、「何でもないもの」である。また、ソクラテスは自ら知っている

ものを対話者に授けるのではなく（無知の知）、あくまでも対話者自身の中から産婆術によって引き出す

のだから、実際に知を贈与している当の者は、ソクラテスではなく「誰でもない者」である。それでも

やはり、受贈者（弟子）がソクラテスから知を与えられたと認識し、感謝するとき、知の贈与は互酬性

の原理に基づく、贈与‐交換となっている、と考えられる。 

しかし他方で、倫理学における贈与‐交換と純粋贈与の関係は、次のようにも考えられる。確かに弟

子がソクラテスから知を授けられたと認識し、師に対して感謝するならば、「教え」の純粋贈与は、互酬

性の原理に絡め取られている。したがって、そこにはもはや純粋贈与はない。しかし、そうした師と弟

子との実際の互酬的関係が成立するためには、真理が伝わったという出来事が生じなければならない。

もしそれがなければ、知を与えられたから感謝するという贈与‐交換の現象自体が成立しえないだろう。

すなわち、現実の教授の場面において、もし何らか真理が伝わるなどということが起こるとすれば、そ

の伝わったという事実によって、「教え」という純粋贈与が生起していたことが、事後的に証示されるの

である。もちろん、純粋贈与はその定義上、教える主体が意図してなすことはできないし、それが生起

することを事前に担保するものは何もない。しかしながら、真理の伝達がもしなされるとするならば、

そこには純粋贈与がなければならないのである。 

こうして、最初の問いに戻ることができる。贈与は倫理そのものであり、倫理学は贈与である。贈与

が倫理であるのは、それが経済やエコノミーの次元を超え出るものだからであり、倫理学が贈与である

のは、それが真理を伝達するからである。現代の倫理学は、教育産業や出版産業のような経済活動の中

で営まれている。そのかぎりでは、ソクラテス的な無償性や互酬性の原理によって支えられているわけ

ではない。とはいえ、もしそうしたエコノミーの中にある「日常的生」にあって、何らか「教え」なる

ものが生じるとするならば、言い換えれば、もし講義や論文、著作、発表といった「日常的生」の次元

における倫理学が、単なるノウハウや技術を超えて何らか真理を伝達することがあるならば、そこには

可能性の条件として、純粋な贈与が生起しているはずである。また逆に、教授の場があったとしても、

贈与が生起しないならば、そこでは何も伝わらない、ということでもある。 

非生産的な消尽（つまり純粋な贈与）を考慮に入れ、生産に限定されない「一般エコノミー」の思考

                                                        
19

 M. Hénaff, Le prix de la vérité, Seuil, 2002, p. 75 
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を展開したバタイユは『内的体験』において、自らの書くものを「最も狂った、最もよく聾者に宛てら

れた呼びかけ」20であると述べている。聾者に宛てられた呼びかけとは、返答のあてのない呼びかけであ

り、応答の可能性をあらかじめ考慮にいれることのない発話である。それはいわば、誰からともなく贈

られ、誰ともなく与える一方的な贈与である。バタイユ自身はもちろん決して倫理学を標榜してはいな

いが、こうした「最も狂った」呼びかけを受け取り、また、送る時、倫理学は純粋な贈与となると言え

るのではないか。 

 

                                                        
20

 G. Bataille, OC, V, p. 63. 


