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ヨーハン・ゴットフリート・ヘルダーへの関心がさまざまな異なった

領域にまたがるという事実は、ヘルダー研究に断片的性格を付与するこ

とを促してきた。諸学の分離と専門化が進行するなか、言語哲学、認識

論、歴史哲学、文化史、美学、神学、文芸学などの諸領域でヘルダーを

捉える試みが繰り返されてきた。ヘルダー像がこれらの個別研究のなか

で精度を増してきた事は疑いない。しかし同時にこのようなヘルダー像

が「満腔の葛藤を抱え込んだ｣1) 思想家の全体像からますます遠ざかる

傾向にあることも否めない事実である。各領域に固有の関心はヘルダー

の歴史的ないしは体系的位置を明らかにするとはいえ、他の領域のそれ

を覆い隠し、あるいは等閑に付すことによって、ヘルダー自身の関心か

ら離れるからである。 

そもそも個々の研究者によって設定される問題の有効性は、この問題

を包摂する意味連関のなかでのみ発揮される。学術研究は当然のことな

がら、この意味連関があらかじめ確定済みであることを前提する。なぜ

なら、研究者はあいまいな問いから出発することはできないからだ。不

動の視点が確保されなければ、有意味な解答を期待できる質問を立てる

ことはできないし、視点の不安定は概念の混乱を招来する。これはヘル

ダー研究者がもっとも恐れることだが、ヘルダー自身がそれほど意に介

さなかったことでもある。ヘルダー研究者がヘルダーとの対話のなかで

常に感じている危惧は、自らの研究がその苦労の甲斐もなく何の実りも

結ばないのではないかということである。研究者にとってこの不安は、

ヘルダー研究史の批判的展望に基づく道を歩むよりも、特殊・専門的カ

テゴリーのなかで理論的な純化を選ぶことにより、はるかに容易に払拭
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されるように思われる。換言すれば、思想家ヘルダーの混沌的性格が思

想家ヘルダーを基準とした視点の客観的吟味を困難にするがゆえに、研

究者はヘルダーその人の思想圏に深入りすることは慎重に避けながら、

むしろヘルダーとは独立したテーマ群にヘルダーを引き入れることによ

り、研究の足場を確保しようとするのである。 

ヘルダー生誕250年にあたる1994年に出版された論文集「『第三帝

国』におけるヘルダー」の巻頭論文「ヘルダーの何が残されているか」

においてヨスト・シュナイダーは、アウシュヴィッツとヒロシマを想起

しつつ、「『第三帝国』ないしは第二次世界大戦の時代以降現実のものと

なった」あの、人間による恐るべき「全権掌握」という事態に対して、

ヘルダーの思想は異議を唱えることができるのか、というアクチュアル

な問いをヘルダー研究に投げかけた｡2) ヘルダー思想の中核を形成する

「フマニテートHumanität（人間性）」の理念はそれを実現する諸条件の

もとでのみ意味を持つのであり、これら諸条件の歴史的消滅が決定的と

なった現在、フマニテートの要請を口にすることは「無意味な儀式」と

いうほかない、というのである。確かに、「悟性と善意」の渾然一体を

ヨーロッパ人の知力の「強み」とみなすヘルダーの自己理解は､テクノロ

ジーを駆使した情報戦争が日常化した今日、どう贔屓目に見積もっても、

無条件に受け入れられるものではない。ヘルダーにおけるフマニテート

思想を歴史的な距離感をもって眺めることは、歴史学的には意味のある

ことかもしれない。しかしそれは好むと好まざるとにかかわらず、現代

からヘルダーを捉え直す試みを困難にしてしまうのである。 

シュナイダーの問いかけは、ヘルダーがナチス時代の忌まわしい受容

の記憶ゆえに、戦後50年のあいだ、現代を生きる思想家としては無視

されてきたことに向けられている。戦後の研究史に美学者、言語理論家

あるいは文藝理論家としてのヘルダーは存在するが、思想家ヘルダーは

存在しない。 

ナチズムはヘルダーを「現代」に再生させることを願い、それ以外は

許さなかったから、ナチス時代ほどヘルダーを現代に蘇らせることに成
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功した時代はなかったといってよい。しかしこの国家権力への厳格な組

み込みは、戦後の研究に大きな影を落とすことになった。ナチズムに染

め上げられたヘルダー像を封印するために、戦後の研究者は「現代」に

背を向け、自らの専攻領域の蛸壺にかたく身を潜めたのである。 

もしアウシュヴィッツとヒロシマを、絶対的規範の崩壊を確認し理性

批判の再構築を促す象徴的事件と捉えるならば、この歴史的視点が現代

のヘルダー研究の出発点とならねばならないだろう。この要請は守られ

ていないわけではない。むしろ問題なのは、その守られ方なのである。

いまだ十分に解明されてはいないがために収拾が困難なテーマ、すなわ

ちナチズムに繋がる恐れのあるテーマをあらかじめ視野から極力排除し

てかかる自己検閲のあり方がまず再検討されねばならないだろう。ヘル

ダーの主著『イデーン』が歴史哲学のプログラムであるという紛れもな

い事実にもかかわらず、戦後のヘルダー研究はそれがナチ時代に注目さ

れたという理由で正面からは取り上げない。語りうるものと語るべから

ざるものを峻別するところに批判的理性の活動を集中し、厳格な沈黙に

よって封印されたものは、もはや歴史的存在とはみなされないかのごと

くである。この沈黙は歴史に対する恐怖に由来するのだろうか。だとす

れば、絶滅収容所を生み出した恐怖はこの恐怖ではなかったのか、と問

うことは意味のないことではなかろう。 

『イデーン』第16章第５節において――この膨大な著作全体に比べれ

ばまことに取るに足らない分量ではあるが――ヘルダーはユダヤ民族に

関して見逃すことのできぬ言葉を書きつけている。 

 

「ユダヤ人をここではただ寄生植物としてのみ考察することにし

よう。彼らはほぼすべてのヨーロッパの国家に所属しており、多

かれ少なかれ、その樹液で育ったのである。」3)  

 

この短い記述が当時一般のユダヤ人観を単純素朴になぞったものなの

か、あるいは格別の敵意がこめられたものなのかは、にわかに判定しが
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たい。だが現代の情況において、このユダヤ民族に関する記述がある

人々にナチズムの記憶を呼び覚まし、ヘルダーが反ユダヤ主義者だった

との懸念を抱かせること、また同じ記述が別の人々にその懸念が杞憂で

あることを納得させること4) ―――は紛れもない事実なのである。この

意見の対立はむろん先鋭化されるべきではないし、また安易に調停され

るべきでもない。 

ドイツの再統一を目前に控えて捲き起こった「歴史家論争」は、今だ

にナチズムの亡霊がドイツを徘徊していることをまざまざと世界に示し

た。ナチズムを他の歴史現象と比較可能な位置に据えることを頑なに拒

否するハーバーマス陣営の論客たちは、ナチズムをあらゆる類似現象か

ら隔絶した唯一無比の悪業とみなすことによって、ナチズムとの徹底的

断絶を貫こうとする。5) その純粋主義には尋常ならざるものを認めざる

をえない。ドイツ人が今でもこの悪霊の威力に対しておびえに近い危惧

の念をもっていることを理解せずして、この純粋主義について語ること

はできないだろう。 

ナチズムというおぞましい悪霊を含めて、霊的なもの一般に対する極

めて鋭敏な感覚はドイツ精神の本領である。ドイツ文芸の精華たるロマ

ン主義運動は、この感覚無くしては考えられない。その時代になお魔女

狩りがおこなわれていたことは偶然の一致ではない。霊性はあるときは

ポエジーの守護霊として、またあるときは人間をかどわかす悪魔として

出現する。翻って、現代のめざましいロマン主義研究を特徴付ける構造

主義的・非歴史的分析は、ロマン主義を非ロマン主義化することによっ

てナチズムとの宿縁を絶とうとする純粋主義の現れと考えてよいだろう｡6) 

アウシュヴィッツとヒロシマにおいて露わになった絶対的規範の崩壊

とは超越的価値のみに関わるわけではない。現代人がますます依存を強

める、科学的真理をはじめとする内在的価値も例外ではないのである。

ヘルダーが生きた時代、それは内在主義が超越主義に対して本格的な攻

撃を開始するという意味では近代の序曲である。しかし内在主義が超越

主義の絶対性を突き崩し、超越が超越論へと変質するという意味では近
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代の終局の始まりでもある。 

神智学
テオゾフィー

がこの遠ざかる神の決定的最終局面において登場してくる。そ

れは歴史の外縁で個人的法悦のみを追求する運動ではなく、過去を俯瞰

しつつ、未来に向けて信と知の新たな同盟を切り開こうとする行動で

あった。このように解釈しなければ、ヘルダーの神智学に対する並々な

らぬ関心7) は理解できないだろう。ヘルダーの『イデーン』とは、批判

主義に対する素朴で非合理な反発ではなく、カントによる理性批判の含

意を、すなわち無条件の絶対性の喪失を、相対主義的個体性原理によっ

て克服しようとする試みなのである。ヘルダーの思想はカント思想の単

なる欄外注釈ではない。 

18世紀のドイツ精神史を振り返るならば、絶対的規範の失効にむけ

て踏み出された一歩は一様ではなかった。すなわち１）内在を認めず超

越を遵守しようとする者がいる一方で、２）超越にして内在、３）超越

を認めない内在、をそれぞれ主張する者が同時に存在したのである｡8)

超越的規範が崩落し始める一方で自然科学を先頭に内在的規範の建設が

活発化していく時代にあって、ヘルダーが直面した問題は、伝統的超越

の立場をあくまで遵守するのか――ヘルダーは聖職者であった――、あ

るいはそれを捨てて内在の立場につくのか――フランスでは例えばドル

バックがすでにそれを実践していた――、というものであった。 

ヘルダーはこの「あれか、これか」に対して一見したところ、曖昧な

態度を取っているようにみえるが、それはあくまでも外見にすぎない。

態度の保留は関心の薄さを証明するものではなく、むしろ事情は逆なの

である。 

ヘルダーはあい対立する視点を粘り強く慎重に吟味する。つまり超越

の立場を一応保持しつつも、内在主義に道を閉ざさないのである。ここ

には瞠目すべき強靭な批判精神が働いているといってよいだろう。ひと

つの立場を容易に絶対化せず、相互批判の光に照らし出すこと。前進の

ためにあらゆる犠牲を厭わない精神にも、伝統保持のために自らの殻に

閉じこもる精神にも、ヘルダーは等しく批判的であった。この相対主義
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には現代が見直す価値がある。なぜなら原理の多元性を斥け、あらゆる

ものをひとつの原理に還元するところに、「総動員」のおぞましい本質

が存するからである。 

自然神秘主義や神智学は古代の哲学運動の原動力を成し、17世紀の

科学革命以降もエソテリスム思想として命脈を保ち、下っては若きヘー

ゲルの思考にいのちを吹き込んだ伝統である。戦後のヘルダー研究史が

等閑に付してきた、自然神秘主義や神智学に対するヘルダーの関心はア

ムビヴァレントなものであった。ヘルダーは感情を押し殺した純粋な理

性認識に懐疑的な眼差しを向ける一方で、理性を放棄して感情の豊かな

泉に惑溺することからも注意深く距離をとっていた。ヘルダーが思いを

めぐらしていた問題は、あい対立する理性と感情の和合を、認識と生の

一致を、どのようにしたら達成できるのか、ということであった。ヘル

ダーはそれを明確な言葉で展開することはできなかったが、だからと

いって、そのために絶望しているわけでもなかった。 

ヘルダーがライプニッツの思想に共鳴していたことは疑いない事実だ

が、これをもって彼にアナクロニズムの難を指摘することは間違ってい

る。晩年のヘルダーがカント哲学に刃を向けたことは確かに大胆にすぎ

る行動だった。しかしヘルダーの批判が、キリスト教神秘主義者のはま

りやすい感情の暴力を排除して批判的理性の自由を確保することに成功

したカント以降のドイツ・アカデミズムの偉大な伝統を理解した上でお

こなわれていることは銘記しておかねばならない。 

論文集『アレマン人の国、民族性と使命の書』（1937年）に寄せた

「討議への道」において、マルティン・ハイデガーは自然の数理的理解

から出発するフランスのデカルト主義的哲学伝統に対して、ドイツの伝

統は歴史的思考に根差す、と主張する。そしてフランス精紳はドイツ精

紳の歴史的思考に学び、客観性、合理性の迷妄から抜け出すべきだ、と

いう｡9) 

この奇妙な、あまりに一方的な対話の可能性を現代の「ドイツ
フィロゾーフ

の
・

哲学者
トイトニウス

」に確信させているものは、ディルタイを経由してヘルダーに遡
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る「歴史的思考」の伝統である。「歴史的思考」は歴史を対象とするが､

現実の歴史過程の忠実な再現をめざすものではない。デカルトの哲学が

フランスの民族性の中核を成すという主張は歴史現象の検証からは生ま

れないだろう。それは歴史についての思弁が生み出す形而上学的仮説な

のである。だが、「歴史的思考」に没頭する者は容易にこの事実を忘れ

る。 

このような批判に対して、近代の技術的世界観の根底にある主体・客

体関係を是認しないハイデガーなら、「現実の歴史過程」そのものが近

代人を呪縛する悪しき客体化の幻想にすぎない、と反論するであろう。

ここに、「歴史的思考」の孕む深刻な問題がある。 

ハイデガーはなぜデカルトに発する近代的合理主義に、歴史的思考を

本領とするドイツ精紳を対置するのだろうか。「現在」を威圧するドイ

ツ精紳を背景にして、それに免罪符を用意するという政治的意図以外に、

隠された深い意味があるのだろうか。もっとも、そのような問いを発す

ること自体、「ヘルダーからヒトラーまでドイツ語に悪い感化を与えて

きた見せかけの深遠と擬古主義」10) を指弾する立場からすれば、すでに

許しがたい暴挙であろう。 

かつてベンノ・フォン・ヴィーゼは、もはや二度と再刊されることは

ないであろう著書のなかで、ナチ・イデオロギーとヘルダーの歴史哲学

のあいだには根源的な親和性が認められると力説した。 

 

「ヘルダー思想の中心には生物学的、精神的統一体たる民族が存

する。そしてヘルダーは、この思想全体を律する基準がドイツ民

族、ドイツ語、ドイツ国家に由来することを、片時も忘れたこと

はなかった。（略）ヘルダーは、民族が単なる集合体や社会の下

層ではなく、言語、出自、歴史的成長を一にする共同体であるこ

とを完璧に認識した最初のドイツ人であり、この認識を政治的行

為に転換することこそ、十九、二十世紀の課題だったのであ

る。」11) 
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ヴィーゼによれば、ヘルダー、ヒトラーに共通するものは単なる「見

せかけの深遠」ではなく、第三帝国においてヘルダーの思想はヒトラー

によって政治的実現をみたという。ナチズムが過去の歴史の清算と新た

な歴史の建設のために注いだエネルギーと情熱の大きさを思えば、第三

帝国に甦ったヘルダーの精神は、まさしくハイデガーのいう「歴史的思

考」に根ざしていたといってよい。もし、ハイデガーの主張するように、

歴史的思考が合理的思考を超え出てゆくのだとすれば、この思考の運動

はほどなく自己自身を目標と定め、それを超えようとするだろう。それ

ゆえ歴史そのものの超克をめざす絶滅収容所は究極の「歴史的思考」の

産物なのである。 

ヴィーゼの論考が現代のヘルダー研究に引用されることはもちろんな

い。ヘルダーの思想について考えるときにかかすことのできぬ「民族
フォルク

」

という言葉は1945年以降、癒すことのできぬ深い傷を負ってしまった｡

今後、ヘルダーについてこのような熱っぽい文章をあらわすドイツ人は

二度と現れないだろう。戦後、ハイデガーはかたくなに寡黙を押し通し

た。それを理解しない者は、戦後のドイツにおけるヘルダー研究も理解

することができない。ヘルダーの近寄りがたさは、ヘルダー自身の性格

によるだけではない。1945年以降、ヘルダーについて自由に語ることが

できるのは、むしろドイツ人以外の「民族」である｡12) 

世俗化の大きなうねりのなかに身を置いていたとはいえ、ヘルダーは

超越的な価値の決定的な暴落とは無縁であったし、ニヒリズムの支配す

る20世紀にかつてない重みを獲得するに至る民族主義の残虐な呪縛か

らも自由であった。カバラ文献の探索を依頼するヘルダーの手紙からユ

ダヤ人思想家モーゼス・メンデルスゾーンが受けた好もしい印象と、ハ

イデガーがトートナウベルクの山荘でアウシュヴィッツを生き抜いたパ

ウル・ツェラーンに与えた恐るべき衝撃とのあいだには、なんという距

離が横たわっていることだろうか｡13) 

原爆とホロコーストを経験した現代人の眼にはヘルダーの歴史理論は
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あまりにも楽天的に映る。また歴史理論の歴史を振り返るならば、ク

ローチェが正しく指摘するように、ヘルダーは決して当代最高の歴史叙

述家であったわけでもない｡14) しかし自由市場・適者生存の資本主義

が世界各地で民族間の憎悪をかきたてつつある今日、『イデーン』序文

に見出される次の言葉を、今一度かみしめることは意味のないことでは

ないだろう。 

 

「この地上の民族で多少なりとも文化を持たぬものがあろうか｡｣15) 

 

注 

 1) Nisbet, p.1. ニスベットは賢明にも、この葛藤を表す対概念を新たに付

け加えることはしない。彼は思想家ヘルダーの特徴を「相対主義の立場か

ら経験の具体的ディテールを感じとるとともに、合理主義の立場から抽象

的絶対的原理に没頭することができる」（同上）能力に認める。 

 2) Jost Schneider: Was bleibt von Herder? Eine Einleitung. S.7-S.18. In: Herder 

im ≫Dritten Reich≪. 

 3) Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Werke. Bd.6, 

S.702. 

 4) Emil Adler: Johann Gottfried Herder und das Judentum. In: Herder Today. 

S.382-S.401. 

 5) ユルゲン・ハーバーマス／エルンスト・ノルテ他、『過ぎ去ろうとしない過

去』。 

 6) この病いはドイツ文化を対象とする研究一般に共通する｡例えばマーティ

ン・グリーンはアスコーナを中心とするオルタナティブ運動の歴史を追っ

た興味深い研究書の中で、ナチズムにかかわるテーマを掲げる「ドイツ研

究」というものが「ドイツでなされるか否かにかかわらず」、「強い感情の

二極化」に捕われる傾向をもつことを指摘している。「つまり、ある人々は

アスコーナがナチズムとは無縁であったことを証明しようとし、ある人々

はアスコーナがとうてい共感を感じさせるような代物ではないことを示そ

うとするのである。」（グリーン、『真理の山』346ページ） ヘルダーリン
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研究における同類の症例も参照されたい。拙稿「ヘルダーリンと神智学」

(「イドゥーナ」創刊号 1997年)第一章「ヘルダーリン研究史と神智学」、

149－154ページ｡ 

 7) アンドレーエの『化学の結婚』はヘルダーが賞賛を惜しまなかった小説で

あった。Vgl. Herder, Sämtliche Werke, Bd.15, S.60. ヘルダーの神智学への

接近については、拙稿「『人類最古の文書』――原啓示・ヒエログリフ・神

秘主義――」（「ヘルダー研究」創刊号 1995年、111－132ページ）を参照

されたい。 

 8) 当時、この問題圏の中心に位置したのは、いうまでもなくスピノザだった

が、当時の人々の頭を悩ました無神論か、有神論かという問題の立て方を

そのままうのみにすることは今となっては当を得ないだろう。ドイツのス

ピノザ主義者については、「帝京国際文化」第13号所収の拙論「スピノザ

主義」を参照されたい。 

 9) Heidegger, Wege zur Aussprache. Gesammtausgabe. Bd.13, S.19f. 

10) スタイナー、『マルティン・ハイデガー』62ページ。 

11) Wiese, S.124. 

12) 例えば、次の研究書におけるヘルダーの幅のある記述を参照されたい。

Roger Ayrault: La Genèse du romantisme allemand. Paris 1961. 

13) ハイデガーの主張に充満する偏狭な民族主義はともかく、技術化と総動員

体制が近代の本質を成すという彼の指摘が傾聴に値することはいうまでも

ない。しかしハイデガーに寄り添って道を辿れば、ラクー＝ラバルトや

オットが指摘するように、その先にはナチズムがある。いったい、ハイデ

ガーの体現している悪は哲学者の卑小な人格に帰せられるものなのか、そ

れとも思惟という行為の非倫理的性格――これは人間の倫理に拘束されな

いという意味に解していただきたい――によるものなのか。もし後者であ

るならば、ハイデガーの徹底的
ラディカール

なナチズムのみを指弾しながら、同時にハ

イデガーの他の言説に耳を傾けることはできないだろう。ザフランスキー

はジュリアン・バンダの『知識人の裏切り』を想起しつつ、正義、真理、

自由などの普遍的な精神価値をいとも簡単に廃棄するハイデガーのロマン

主義に疑惑のまなざしを向けている。（ザフランスキー、『ハイデガー』

476ページ）これはハイデガー哲学への批判というよりも哲学者ハイデ

ガーへの批判である。だがこの二種類の批判は区別することができるのだ
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ろうか。人格は時代の内部で形成されるものなのか、それとも時代を超越

しているのか。ハイデガーはヘルダーよりも不幸な時代に生まれただけな

のか、それともハイデガーの人格上の欠陥は時代には関わりがないのか｡し

かし少なくとも次のことは確実にいえる。ハイデガーの精神においてヘル

ダーのフマニテートの理念はまったく死に絶えているのである。 

14) クロォチェ、『歴史の理論と歴史』、第二部「歴史叙述の歴史について」、六

「ロマンティシスムの歴史叙述」参照。 

15) Herder, Werke. Bd.6, S.11f. 
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