GoetheのFaustにおけるdie Sorgeについて
‑問いの構造契機及びヒ‑ギヌスの寓話220番からの一考察一
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第二部第五幕は最も感動的であり,それだけに一層難解でもある｡第四幕でMephisto‑
phelesの力を借りることによって勝利を狂得したFaustは皇帝から広大な海岸沿いの土

地を与えられる｡第五幕はこの土地を埋め立て,満を掘ったり,堤防を築いたりして,海水
の浸入から守る一方,ここに新しい国土を建設しようと志ざすのである｡しかし,かつては
海岸であった丘の上にPhilemon

とBauciusの敬慶な老夫婦が住んでいる｡ところが,

彼等が祈りを捧げる礼拝堂の日毎の鐘の音とその場所が

Faustにとって,精神的にも,行

政上にも悩みの種となるので,彼は三人の勇士を使いに出して老夫妻に別の土地‑移っても
らうよう頼むのであるが,三人は善良な老夫妻と,丁度その時,そこに宿していた旅人の命
を乱暴な処置によって奪ってしまい,礼拝堂と小屋を焼打にするのである｡ Faustはこの知

らせを開き知るに及んで心が重くなるのである｡彼の書斎において胸のうちは内面的観照に
沈潜し,魔術との結託から離れようと考えるのである.一方その焼跡から立ち昇る塵が四人
の灰色の女を送ってくるのである｡即ち｢der MangelJ ｢die SchuldJ ｢die SorgeJ

｢die Not｣と夫々名乗る者達だが,高貴なFaustに近づき得ることができるのは｢die
Sorge｣だけで,鍵穴からFaustの室内に忍び込むのである｡そしてこのSorgeの息吹
きにより

Faust

は盲目になるのであるが,しかしその代り,彼の心のうちに光が輝くので

ある｡この｢真夜中｣の場でFaustが晩年において,ついに現実的でしかも理想的な生き
方を悟得し,結局は魔術の力を拒絶するのである｡ここの旧い案ではFaustがMephisto.
とその魔法使いのKastellanを解雇するのである｡ Faustのとったこの行動の経緯はdie

Sorgeの彼に対する影響を考えずには説明しがたいように思われる｡何故なら内面の光を
感じた痕接の契機はSorgeであるし,単に齢百才に及んだFaustの肉体的衰えと考える
にはあまりにも単純過ぎるように思われる｡それではSorgeはFaustにとって如何なる

意味を有するのであろうか｡かかる現尖的でかつ理想的な生き方を自らのうちに倍得し,辛
がては瞬問に向って｢留まれ,おまえはいかにも美しい‑‑=｣と叫んだFaustにまったく

無関係に登場したのであろうか,或いはまたSorgeが必然的な契機を有してFaustにこ
う云わせたのであろうかo

このことについて,以下述べてみたいと思う.

Faust. Ulld du, wer bist denn du?
Sorge.

Bin

einmal

11421
da.

Sorgeが玄関の戸を鳴らしながらもFaustにとっては姿が見えない｡ Faustは誰か自分

に近づいて来る気配を感じたので｢誰かいるのか｣と云うと｢そのお尋ねには,ほいという
しかありません｣その次に上述の問答がなされるのである｡ ｢お前は,いったい誰なのか｣
とこの侵入者に訊問するのであるが,それに対して｢ともかく,ここに来ている者です｣と
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答えるのである｡これは如何なることを問い,如何なる意味を答えているのであろうか?ち
しも｢Bin einmal da.｣の代りに, Ich heiLSe (od. bin) die Sorge.と返答をしたなら

ばwer bist denn duP

という問いに必然的な答えを与えたことになる｡ここの問答は,

単に期待の言葉を逸された,それによる言葉の滑稽感,或いは. SorgeのFaustに対する

辛妹な皮肉を含む言葉として解釈してよいのであろうか?もしそれ以外に解釈の可能性があ
るとするならば, Faustの訊ねた言葉の形式,即ち問いという構造の中にそれを求めなく

てほならない｡それでは｢問い｣とは如何なる解答をもつ可能性があるであろうか｡否その
前に｢問いの構造｣を考察しなければならない｡しかし

Goetile

にあっては,すべてを

>,象徴的≪にとらえ説明するのであって,それを問いの構造から一義的に解釈することは,

その象徴的意味をまったく失うことである｡しかし抽象絵画がその源を,具象絵画に求める
よう, Goetheの高い象徴的なものは,あまたの具体的散文的な現実を沃く観照した精神の
昇華にはかならない｡私はこの具体的なひとつを述べることにより,象徴的意味‑の, ‑見
●

●

●

解の視点をあきらかにしたいと思う｡
第一都第二部をとおしてFaustの独自及びMephisto.との問答の場がかなり多く,そ

れがこの戯曲において重要な意味と役割をもっていることが少くない0 ｢書斎｣の場で
Faust

とMephisto.の間に次のような会話がかわされている｡

Faust.

Was bin icIl denn, wenn es nich上 m6glich ist,

Der Menschheit Krone zu errlngen,
Nach der si°h alle Sinne dringen?
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Mephisto. Du bist am Ende ‑ was du bist.

ここにも言葉のやりとりのうちに,一種の滑稽感が読みとれるが,それと同時に,その背後
には,問いの形式から見れば, Mephisto.のまことに皮肉な,しかも核心をついた答えな
のである｡

すべて問うということは,程度の差こそあれ,究極的には,求めることである｡そしてす
べて求めるということは,求められた側から,あらかじめうけとった指向性をそなえている
のである｡問うということは.存在するものを,或いは存在しうるものを,それが現にあ

る,或いはあり得るという,事実ないし確実性をもってその存在の状態について認識しよう
と求めることである. FaustがMephisto.に問うたこの問いの雛‑の契機は｢問われたも
の(Gefragtes)｣である｡即ちこの問いにあってほ｢私(ich)｣であるが,しかしながら,

私とはいったい何んであるかということは,一般に言ってより明瞭には問いの視野の中にあ

らわれないことが普通である｡否,問いの背後に隠れようとする傾向がある｡その反面,問

われたものは,本人は勿論すべての人々が十分熟知しているが如く抜かわれるのが普通であ
るので,自らもそれに対してあらためて問うことなく,いわんや深い熟慮をめく小らすことな

く,自明のものとして説明する為に,自己が何について語っているのか認識せずしてしかも
語るという矛盾が,それ故,生ずるのである｡しかし｢私そのもの｣について,当時の迷っ
諾1

ているFaustにとって分かろう管がない｡分からない人の説明は結局分からないのであ
る｡ ≫Du bist am Ende‑was du bist.≪それ故,その不明な人物をもってその解答に

あてたのである｡第二の契機は,先にも述べたように問いにおいて.問われたものはその視
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野の背後に隠れようとする傾向は,問われたものそれ自身が問われるのでなく,それがなに
ものかとして問われるからである｡それ故,問いには｢問われたこと(Erfragtes) ｣があ

る｡問われたことにおいて問われたものは,何ものかとして問われるのである｡即ち,
FaustとMephisto.の問答において,私とはそもそもなんであるかと,私自身に対して問

うているのではなく, ｢私が一切の知覚を挙げて追求している人筋の栄冠が結局獲得し得な
いとする｣そのような時の私が問われているのである｡問われたものは問われたことによっ
て,問いの視野の中に性格づけられてあらわれてくるのであって,それ自身としてあらわれ
てくることは,ほとんどないのである.第三の契機は｢問いの観点｣であるo Faustのこ

の問いで云うならば｢人類の栄冠が結局狂得し得ない｣という観点で,私が問いの視野の中
にそれを条件として頗われたところのものである｡それ故,この観点により,問われたもの

は規定された概念として表明される性格を帯てくるのである｡問いの構造には必らずこの三
●

●

●

つの契機を含んでいるのである｡問われたものは.問われたことに限定され,そして問われ

たことは勤こ問いの観点によって限定される｡いわばこの二重の限定において最後の限定根
処は,常に観点である｡問いにおいて,それ故,観点が最も重要な契機となるのである｡す
べての問いはこのような限定的連関機構を,それ自身のうちにもっているので,問いは或る
種の必然性を有しているかの如く思われるのである｡何故なら,問われたものは,問われた
ことにより,それは更に観点によって,問いにおいてその観点が定まるやいなや,問いの全
体を一定の方向に定めることによって,それに必然的な機構を与えるからである｡しかしこ
こにまた,問いのもつ可能性とその限界が示されているのである｡

何故なら,いままで述べてきた機構は問いの形式的必然性であって本質的なそれではな
い｡前者は後者を定めるときの必要条件ではあるが十分条件ではない｡しかしながら,前者

をして後者のそれと見なされることがある｡ここに問いによる虚偽と錯誤が生ずる可能性が
でてくる｡このことについては後で再び触れてみたい｡さてそれでは問いにおける本質的必

然性とは何を意味するのであろうか｡それは,問われたものと,問いの観点の間の限定的連
関である｡この二つは偶然的なものでなく必然的なものでなくてほならない｡他の言葉で云
えは,後者は前者のうちから生れ,前者によって要求されているようなものでなければなら
ない｡即ち問いは問われたものによって問われなければならない｡何故なら,問いの機構

は,問われたものがそれ自身としてほ問いの視野に顕われないことを必然的ならしめている
ので, Faustの問いでは｢私とはそもそもなんであるか｣という私自身そのものに対する

問いを,つまり問われたものを無視する可能性を問いの機構のうちにもっているからであ
る｡問う場合,まずその観点が問うところのものと本質的必然性を有しているか否かを常に
考えなければならないのである｡ ≫Du bist am Ende‑was du bist.≪とMephisto.が

言った言葉は,問われたものの不明確を皮肉に指摘すると同時に,先ずFaustの｢ich｣
‑この現存在‑の皮相的現解しかまだできていない‑と,その観点｢人類の栄冠云々｣

の限定的連関は,問いの形式こそあれ,あまりにも本質的必然性から離れていたので.
Faustを煙に巻いてしまうのである｡

ではFaust

が何故このような問い以前の問いを,問いとして云わねばならなかったので

あろうか｡ Faust
ない｡

の

Sorge

との対話を考察するうえにもこのことは述べておかねばなら
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Faust. Habe nun, ach ! Philosophie,
355

Juristerei und Medizin,
Und leider auch Theologle
Durchaus studiert, nit heiBem Bemiihn.
Da steh'ich nun, ich armer Tor,

Und bin so klug als wie zuvor !

節‑都の冒鼠｢夜｣の場でFaustが長嘆した晩

其先に口をついてでた言葉である｡

Urfaustにおいてもこの個所は,ほとんど変っておらずmit heiLSem Bemiihn.がmit
heilSer Milh.になっているだけである｡ Faustのこの独自(V.354‑597

602‑605)だけ注

目するならばUrfaustの成立年代(1775)から推しても,全篇中で,最も早く書かれた部
分に属する｡ V. 598‑807 (但しⅤ. 602‑605を除く)はFaust I･ (1808)において初めて書
き加えられたのである｡ Marloweの劇, Tragical History of Doctor Faustusにおい

てもGoetI1eのそれと同じく, Faustの学問の研究から来る倦怠と自己の反省とが主題に
なっている｡その最初の言葉は次のようである｡

settle my studies, Faustus, and begin
To sound tile depeth of that t壬10u Wilt profess.

又, Volksspielにおいても,民間にあまねく流布した人形劇でも,この冒頭の部分は
Faust博士の絶望した独自で始まっていることは,はば一致している｡しかしこの一致は

Goetheの模倣によるのでほない｡それを素材にしながらも,もっと別な意味からこの独自
を,後年のFaustの盲目になる必然性へとなしたのであった｡
江主3

≫philosophie : eine reife Vernunft･ ≪

≫Ei∫l bedeutendes Faktum, ein geni‑

ales AperGu beschaftigt eine sehr groLSe Anzahl Menschen, ers上 nur um es zu
荘4

kennen, dann um es zu erkennen, damn es zu bearbeiten und weiterzufiihren.≪

この二つの

Goethe

の云った言葉を引用しても,学問に寄せるGoetheの信煩と尊敬

は,今更ここで述べるのも気がひけるくらいである｡では,このような考えを抱いている
Goetheが何故,劇の最初の場の,しかも真先に,あの言葉をFaustをして云わせたので

あろうか｡逆に考えて,後の筋の発展から,最もこの部分を強調したかったのではなかろう
か｡

Faust伝説が,よしその発祥を16LU･紀後半としても,現代にいたるまで,かくも古くか

ら人々の間に流布され,あまたの作品の素材となって人気を博したのは,当時その背後にル
ネッサンスの思想があったにせよ,いつの時代においてもFaustの欲望は我々のそれであ
り, Faustの騎いは我々の願いでもある.そしてFaustの行為は我々の,否人類の永遠の

憧景である｡しかし,唯たんにこれだけなら,人形劇とまでなって人々の間に伝わらなかっ
たであろうo Faustは,よし実在したGeorg Faustとしても当時の人々にとって最も遠

い存在の憧れの人物であると同時に,庶民にも或いはその可能性が与えられるような最も近
詳5

い人物としてあったに違いない｡鼻の大きい人であったり, Marloweでは低い身分の両親
(his parents base of stock)の子として描かれているのである｡ではGoetheにおいて

ほ,如何なる近親性を我々に与えたのであろうか｡当時の最高学府,大学ですべての学問を
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研究しつくした

Faust
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が,昔しよりも少しも進歩していないと喋くのだが,これは謙尊で

もない,皮肉でもない,言葉そのとおりなのである｡ ｢どん底まで研究しても,昔よりちっ

とも利口になってない｣ Faustは実はその内的状態において,我々の平均的姿なのである｡

何故そうなのか｡少々まわり道になるが再び問いの構造に立ち戻って論をすすめようと思
う｡

哲学,法学,医学,神学は疑いもなく学問である｡学問とは,問うことによって対象を認
識し,自己の知識‑となすのである｡ "Wissenschaft"の由来は"erkannt haben"であ

る｡もっと別な言い方をすれば,一つ一つの問題の理解とそれ‑の認識の蓄積でもある｡何
故なら,問題とは問いの更に具体化されたもの,つまり問いの観点により,問われたものが

更に明確にその視野に顕われたもので,問題の体系化したものが学問であると云えるであろ
う｡それ)f':,学問を>,どん底まで≪研究して,このような,つまり

な結果にしか導けなかったFaust

Faust

にとって失望的

を,学問をとおして,即ち問題という問いの具体化され

たものの本質を考察することにより,逆にその点から,何故あのようにFaustは嘆げかな

ければならなかったか,その内的構成を照射してみようと思うのであるo
問題>,Problem<宅の語源はギリシャ語(7rP6P)ヮFLα) q) Vorwurfの意味から由来してい
.:̲t=

る｡そして更に問題とは>,zu 163ende Aufgab3く宅と説明されているo問題には(1) pro‑.

vor‑の性格と(2) zu 165ende Aufgabeの性格を有している｡いま前者を先ず説明して

みよう｡問題とは問いの更に明確化されたものであることは先に述べた｡問いにおいて問わ
れたものは,その観点により最終の限定をうける｡この観点に更に｢立場｣が加わることに

より観点は更に規定され具体的なものとなる｡また観点は立場に対してのみ存在するもの
で,したがって問題それ自身も立場に対してのみ存在するのである｡ここに問題のもつ≫前
●

提宅,即ち, pro一, vor･‑の意味がある｡問題はそれ故, pro‑, vor‑の契機をそれ自身の

うちに含んでいる｡云い方を換えれば>前提<を,つまり立場をそれ自身のうちに有してい
るのである｡またひとつの問いはひとつの観点から生れるのと同様,ひとつの問題はひとつ

の立場から生れる｡逆に言えばひとつの問題は,ただひとつの立場によってのみ存在するの
である｡それにも拘らず,問題におけるこのことがらが,しばしばないがしろにされるの

ほ,如何なる理由であろうか｡第一にそれは立場を形成する最も主なものが,不安を本性
とする≫配慮≪によるがためである｡第二に, Goethe

も指摘してるように≫･‑‑･Eine

bedeutende Ansicht, neu od･3r erneut, Wird ausgesprochen; sic wird anerkannt,
friiher cder s°ater; es finden si°h Mitarbeiter; das Resultat geht

in

die

Schiller tiber ; es wird gelehrt und fortgepflanzt, undwir bemerken leider,
証6

daLS es gこr nicht daranf ankommt, ob die Ansicht wahr oder falsch sei : ･･･‑i:

重要な見解(bedeutende Ansicht)とは問いにおける観点,問題における立場である｡つ

まり間掛こ対する一つの姿勢である｡だがそこから生れた問題,即ち(姿勢の)結果(das
Resultat)のみ流布され,その根源は吟味されないのである｡これは問題のもつ一面をつ

いた言葉である｡即ち,立場より形成された問題は,ひとたび明確な形に出来上るや,核心

である立場から離れて伝承される傾向をもち,もはや,その間題が何から由来しているのか
考察されず,問題それ自身が形骸となり,あたかも通り言葉のような性格を帯び,まったく
その皮相な面のみを論ぜられるようになる｡問題の伝東性は立場のそれより,はるかに強い
のである｡たんなる知識のための知識もここより由来するのである｡
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Faust. ‑‑‑

HeiLSe magister, heiBe Doktor gar,

360

Und ziehe schon an die zehen Jahr'

Herauf, herab und quer und krumm

Meine Schtiler an der Nase herum‑
Und sehe, da且 wir nichts wissen k6nnen !

Faustをして,このように嘆げかせるのも,問題を,自分自身気がつかないうちに,ただ,

立場から瀞離した形骸のみの問題を追求した,その空しい心情がここに感ぜられるのであ
る｡ ｢ワルプルギスの夜｣ではGoetheはTanzerをして,十釧′こその核心を論じてない

目新しい新学説をとなえた哲学者達に痛烈な皮肉を浴びせているのである｡
Da kommt ja wohl ein neues Chor.?
Ich hらre ferne Trommeln.
Nur ungest6rt i es sin° im Rohr
Die unisonen Dommeln.

4334

これは当時の啓蒙主義者達‑の,人間の無限な知識‑の性がれにかくされている危険性‑の
響言であると同時に, Goetheの学問一般に対する批判でもある.それでは問題がどうして
このような解答を与え,或いは与えたかのように思えるのであろうか｡このことは必然的に
問題のもつ(2)の性格(zu 163ende Aufgabe)を説明することになる｡

問いの観点は問題のそれになると,立場によって更に規定されるため,具体的に問われた
ものの事柄,即ち問題との間の必然的連関はより一層強まるのである｡すべての観点は問わ
れたものを限定すると同時に,そのもの‑対するひとの視野も自ら制限を受けるのである｡

観点が立場によって,より明確に定まれば,それだけに視野も一層制限を受け国定されるの
である｡このことは,問われたもの‑の洞察可能な方向は,自由に選択することは許されず

すでに問題の設定と共に,初めから定められ与えられているのである｡観点というものはそ
れ故,問われたものそれ自体を熟慮せずに,ただ問われたものと自己の閏を,自ら定められ

た自己の方路に従って問うのであり,問いは問われたものに対して意味があるか否かを問う
ことなく,問うているのである｡そしてその結果,問われたものの本質を歪め,破壊するに
いたることもしばしばおこり得る｡ ≫Bei wissensc壬laftlichen Streitigkeiten nehme
man sich in acht, die Probleme nicht zu vermehren. <ここにおいても,如何に問

題が本来の使命である真理‑の探求から遠くなる可能性をそのうさに含んでいるか理解でき
よう｡そしてまた,問われたものと,その観点の間に何等必然的関係のない問題の存在する
ことも明らかになったであろう｡それは一体何が原因かと言えば,問われたものへの正しい

認識と理解の不足から由来する｡我々は花に向って｢君は歌えるかね｣とは訊問しないであ
ろう｡それは花について少なからず知っているからである｡しかし,ひとたび対象が,形而
上的,或いは科学的なものになると上述のGoetheの言葉を引用するまでもなく事情は異
なるのである｡

問いは,問われたものを,その昔後にかくす傾向がある｡このような,問われたものに対

する無視は,問いと問題の関係をとおして後者においては一層激しくあらわれてくるのであ
る｡問いは答えを期待する｡だが問題は答えを当然のものとして要求するのである｡ここに
問題の第二の性格,答えられる課題≫zu 165ende Aufgabeく宅としての性格を帯びるのであ
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る｡それ故,我々はその答えをひたすら求めるあまり,問われたもの白身‑の考察は,問い
におけるよりも,一層ないがしろ,香,怠たってしまう傾向が強いのである｡そもそも問い

とは(勿論問題も含まれる)問われた立場から問われるのであり,またそれに答え得る限り
において問いであり得るのであり,答え得るか否かほ問いにおいて闇慮されていないのが問

いの構造から見れば当然のことなのである｡だがあらゆる問いの,その解答が可能に思える
のは.問いの観点による一種の強制力に他ならないo

それが問われたものの本質を歪がめる

にしろ,正しい接近の通路を与えるにしろ,何らかの意味において,その方法が最初から与
えられているからである｡畢克,問題とは如何に問われるかという,それ白身によるひとつ
の決定でL:,‑)る｡問題とは問われたもの‑の方向,考察,範囲をそれfL]身のうちに,既に含ん

でいるのである｡ここに問題とは普遍性を自からの要素として有するかのように思えるが,
内実は,その公正な外面をよそおいつつ,独断的･専制的性格を帯びているのであるo この
ことから問い,及び問題を究明するということは,これ等をいわば定められた課題として受
けとり,問いの観点によって既に決められた,問われたもの‑の通路に,己自身をおくこと

なのである｡もしその方法において一歩誤まれば,その間題に対して単なる方法としてなさ
れるならば問題は全然問題として意味を失うのである. >,Methode ohne Gehalt 亥um
汀E8

lceren Klii.geln; ≪学問上の研究において,その努力がしばしばかえって対象への無知を
示すだけに終るのもこれがためである｡再びあのFaustの言葉に涙ろう｡ ≫Habe nun,
ach ! Philosophie, /････‑Durchaus studiert, mit heiLさem Bemiihn. /Da steh'ich

nun, ich armer Tor,/Und bin so klug als wie zuvor ! <:学問を探究し,ふと後をふ

り返った時の,しばしば学問から裏切られる砂をかむような,かわききった寂莫な気拝では

なかろうか｡そして学問が哲学,或いは神学のように伝統的又は古典的な聞題をそのうちに
含んでいればいる程,問われたものを十分顧慮せず,ひたすら解答を求めようとする傾向に

はしり防ちなのであるo更に伝統的･古典的問題に関しては.既に幾人かの人達によって夫
々その解答が導かれているので,もしも自己の場合解答が見出せなければ,それへの努力は
まったく無駄に思え,答えへの要求はいわば焦りにも近くなり,それだけますます問われた
もの‑の無視は,問いにおけるそれより激しくなるのである｡一方その問題に対していくつ
かの伝統的･古典的観点At (立場)も示されているので,問われたものへの接近を,より強く

願うあまり,知らずにして同じ軌跡の上を歩むのである｡ここに伝統的･古典的問題をふり

まわすのは,貧に学問探求の精神からではなく,それは学問という美名にかくれた一種の虚
栄心にも等しい場合が起り得るのである｡まさに｢書斎｣の場におけるFaustは,しばし

ばひとが誤るように,学問を,問題をただ焦りにも似た気緒で追求したのであった｡この思
想の背後にはGoetheが当時Frankfurter Gelehrte Anzeigen誌上に,時の大学教授

達の単なる知識の為の形骸な知識への.風刺を述べたことによってもうなずけるのである｡つ
まり｢書斎｣におけるFaustにあってはまったく俗物としての性格をGoetheは与えて
いたのであった｡それ故, Mephisto.に向っても,先に挙げたような≫Was bin ich
denn, wenn es nicht mGglich ist,･‑･‑≪と,問いの本質から見れば, rLrJい以前のFhrlし､を

訊ねているのである｡その為に,鋭い,皮肉なMephisto.にその紋陥を即座に見破られ,
;>Du bist am Ende‑was du bist.<と一本とられるのである.ここにまた我々にとって

Faustは近い姿だけに最終の五葉において,一層このドラマを感軌軸こさせるのである｡
しかしそれまでに,しばらく

Faustは空しい,形骸な虚像を求めなければならなかったの
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である｡何故か,問いの構造から再び説明してみよう｡このことは,一万ではFaustが盲

目にならねばならなかった必然性を明らかにすることと思う｡

問いがそのうちで如何に問われるかを決めるのは観点であり,問題においてほ立場が観点
を更に規定しているのである｡ところで立場を形成している主なもの紘,不安を本性とする
配慮であることは先に述べたとおりである｡
それでは配慮とは一体いかなるものなのであろうか｡配慮とは,立場における"坐"のあ
りかたなのであるo即ち,我々存在の｢存在のしかた｣なのである｡要約すれば,一般に人

間は配慮するという仕方で存在しているのである｡それ故,配慮は存在が｢如何に在るか｣
という根源であり,このことはまた,その存在の存在性を知ろうとするには,それがそのう

ちに関与する配慮を先ず理解しなくてほならない｡現存在の実存構造の究極的なものはこの
配慮>,Sorge<宅なのである.

註9

Konrad Burdachは≫Faust und die Sorge≪の中でGoetheはHerderからギリ

シャに古くから伝っている話を素材にしたヒユギヌスの220番の寓話として伝わっている
｢憂いの話(die Cura‑Fabel) ｣を聞きFaustの素材にしたと述べている. Burdachの

220番の寓話の独語訳を以下に紹介しよう｡
AIs einst die ̀Sorge'缶ber eineII Flua ging, sah sie tonhaltiges Erdreich ; sinned nahm
sie davon ein Sttick und begann es zu formen. W畠hrend sic bei sich dariiber nachdenkt,

was sie geschaffen. tritt Jupiter hinzu･ Ihn bittet die ̀Sorge', daL3 er den geformten
sttick Ton Geist verleihe. Das gewahrte ihr Jupiter germ AIs s呈e aber ihrem Gebilde

nun ihren Namen beilegen wollte, verbot das Jupiter und verlangte, daL3 ihm sein Name
gegeben werdenmiisse･ W包hrend tiber den Namen die Sorge und Jupiter miteinander

stritten, erhob sich auch die Erde (Tellus) und begehrte, daLS dem Gebild ihr Name bei‑
gelegt werde, da 台ie da dock ibm ein Sttick ihreS Leibes dargeboten habe･ Die Streiten‑
den nahmen Saturn 芝um Richter. Und ihnen erteilte Saturn folgende anscheillend gere‑
chte Entscheidung : Du, Jupiter, weil du den Geist gegeben hast, sollst be主 seillem Tode

den Geist, Du, Erde, Weil du den K6rper geschenkt hast, Sollst den K6rper empfangen.

Weil aber die Sorge dieses Wesen zuerst gebildet, so m6ge, so lange es lebt, die Sorge es
besitzen. Weil aber tiber ‑LEjllO
den Namen Streit besteht, so mモige es ̀homo'heiLien, da es aus

humus (Erde) gemacllt ist･"
.!11

Goetheにおいても現存在の本質は, Sorgeなのである｡

ところでいま,配慮が立場における生の基盤から止揚され学問の象域に入るとき,配慮は

そこにおいて存在が如何に問われるかという根源になる｡学問といえども,それは我々に与
えられた,ひとつの可縫な存在のありかたなので,問いは生の,ひとつの必然的契機に他な
らない｡さて,問いにおいて如何に問われるかということは観点で決まり,問題にあっては

立場であった｡立場は配慮の生の基盤からの止揚であり,配慮はまた現存在の究極的な実存
構造でもある｡それ故,問いから問題へその本質を究明することは,つきるところ配慮への
考察であり,現存在‑のそれである｡ここにFaustの盲目と必然的連関を見出すのであ
る｡

Martin Heideggerは配慮≫Sorge≪を次のように説明している0 ｢自己に先んじなが

ら,既に(世界の)中に存在すること,しかも(世界内部的に出会う存在者の)許に存在す
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ることとして,そのようなものであること｣ Si°h‑vorweg‑schon‑sein‑in(der Welt) als

Sein‑bei (innerweltlich begegnendem Seienden)｡このような配慮としての存在構造

は三つの契機が含まれている.第一にそれは｢自己に先んじながら｣ (Si°h‑vorweg)とい
うことである｡ ｢現存在は常に既に=自己を越えで'あり, ･‑‑かつ自己自身であること

の存在可茂へとかかわる存在としてある｣それは常になによりも自己の存在可徒を企投し
(Entwurf)了解(Verstehen)することなのである｡第二にこのような了解的企二投は,蘇

世界的な主体においてされるのではなく,常に世界内の存在として行なわれ｢現存在は,良
己白身‑と委託されている,常に既に,世界の中‑と被投されている｣のであり,この被投
性Geworfenheit

が現存在に最も深く影響を及ぼしている｡これが｢すでに(世界の)中

に存在すること｣ Schon‑sein‑in‑(der‑Welt)という契機であり, Heideggerの云う｢状

態性｣ Bc.findlichkeitでもある.即ち,現存在は自己の存在可能を企投しながらも,それ

は掛こ,世界のうちにおいてであり,自己の世界内における既在(‑過去)と被投性を引き
受けたうえにおいてである｡第三には,現存在にはこのような｢被投的企投｣ geworfener
Entwurf

として, ′制こ,すでに配慮された世界内部的存在者の許にある｡つまり道具の指

示連関の許に滞在しているのであり,これが｢ (世界内部的に出会う存在者の)許に存在す
ること｣ Sein‑be主 (innerweltlich begegnendem Seienden)の契機に他ならない｡そし

てHeideggerは配慮の三艦的構造を夫々｢実存性｣ Existenzialitat ｢事実性｣ Faktizi‑

t皇it ｢頑落J Verfallenという言葉でしばしば置き換えているが,いまここでくわしく述べ

る余裕がないので結論だけ述べると,実はこの三版的構造のなかに,非本来的な在り方と本
来的な在り方の二様相を,配慮≫Sorge≪ほとり得るのである｡
Heideggerは我々現存在(Daseiil)の特徴を世界一内一存在(In‑der‑Welt‑sein)とし

て規定している｡この内一存在とは,単に机があるというような道具存在,或いは事物存在
の｢‑‑･がある｣とは違い,人間存在の場合は,或るものと関係したり,用いたり,作った
り,計画したりする.一言で云うならば>,気を配る<Besorgenというありかたで存在す
る｡世界のうちにおいて,これを配慮の測から見ればSich‑Vorweg‑schon‑sein‑inであ

る｡さてこの≫気を配る≪というありかたを,ひとは環境世界において,先ず四りを見るの
であるoそして,とりかこんでいる環矧ま次に配慮によって見つめられるのである.更にす

すんでひとは自己企投,つまり自己に関する企画をするのであるo配慮はそれに配慮された
立場から物事を考察し,何が配慮の対象になり,何が無関心として配慮のそれから除かれる
かほ,あらかじめ予定された企画Programmによる‑のである｡この際しばしば何が配慮す

るに価いするか,否かは,対象自身純粋に考察されることは少く,大低の場合,あらかじめ

予定された企画の遂行の可能性を基として考えられるようになる｡このことは現存在が被投
的企投性をもって,自己を形成する際の必然的経路なのである｡このようにして配慮は自己
の存在可僕の路を開くのである｡しかし不安を本性とする配慮は,このようなProgramm

が,ひとたび形成されるとその本性を失うのである｡何故なら,配慮が見るものは,すべて
Programm遂行の可能性を基として配慮されたものであり,ここに安定性を見出すととも

に,自己の存在可能を生ぜしめるからである｡しかし不安を本性とする配慮は,その本質を
失い,この配慮によって配慮された,かつ満足した企画Programmの中に顧落(Verfaト
len)してしまうのである｡このように配慮がもはやProgrammの背後に隠れてしまった
とき, ProgrammはProblemの性格を帯びるのである｡何故なら,問題にあってほその
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立場を形成している配慮が,配慮として明確ではない｡ここに問題のもつ前提がしばしば見
過ごされるのである｡
配慮の企画の中‑ (schon‑sein‑in)の頑落(Verfal1en)紘,それ自身安定を求めるこ

とであり,日常的な怠慢を意味するo何故なら頑落することにより.かつて配慮がかかわっ

た範囲内に結局自己を固定してしまうからである｡しかしそれは,現存在が日常的生活にお
いて,その生存‑の執念が強ければ強い程,このことは必然的なのである｡怠慢とはそれ自
身,一種の消極的な配慮でもある｡配慮するということは,逆説的だが,配慮しないことに

よって成立するのである｡我々は環境世界においてすべてのものに同時に配慮できないので
ある｡怠慢とは,排除されたもの‑自己の配慮を向けないためである｡それ散,配慮とはそ
れ自身のうちに怠慢性を含んでいるのである｡このことによって配慮は自己をいわば確実な
存在となし得るのである｡しかし,自己の日常的(非本来的)生存‑の意欲が強ければ,そ

れだけ,本来配慮すべきものをおろそかにしてしまい,その結果また自己をその本質におい
てとらえることを見失ってしまうのである｡

ここに問いの,問題の公正を装いつつも,その内実欺満性を有している理由がある｡しか
し問いは,問われたものへの我々に与えられた唯一の接近手段である.問いを正しく問い,

問題を正しく理解する為には,その観点を形成する源の配慮を,それが如何なる状態で配慮
されているか理解しなくてはならない｡しかし配慮が問題にその特性であるproI VOr‑の

性格を与えるとき,それが企投し企画するときであった｡しかしこの企画が行なわれると同
時に,配慮はその独立性を失い固定され,不安を本性とする配慮の怠慢,即ち貌落(Ver‑
fallen)が始まるのである｡ここに対象に関する無配慮,つまり無関心と現存在の安逸性が
生れるのである｡それ故,問われたもの‑の真の接近は,配慮が配慮されなかったところ,
怠慢が存するところから,不安によって本来的な配慮に目覚め,配慮しなければならない｡
それは先ず企画Programmの否定に始まるo

このことにより問いは観点を離れ動的にな

るのである. >,‑‑･Denn eben, wenn man Probleme, die nur dynamisch erklart
werden kGnnen, beiseiteschiebt, damn kommen meckanische Erkl包rungsarten
..tl:I

wieder zur Tagesordnung.≪問題は動的(dynamisch)によってのみ,その問われたも

のへの正しい接近は可能になるのである｡問いは,即ち問い直されることにより動的な過程
を示し得るのである｡しかし問い直された問いも,それ自身のうちに一つの前提を, pro‑,
vor‑の性格を帯びているのである｡そしてそれがまた,くり返されるのである｡しかし,

問いが問いである以上,無前提のような,理想的な問いはもとより存在する筈がない｡それ
故,重要なことは前提に対する優越をもつことである｡一つの問いには一つの観点をもち,

それが問いの視野を限定すると同時に,そのうちにおいては,より明瞭にするのである｡し

たがって問われた存在の一面は明らかにするが,一方他の面は隠くなす作用をするのであ
る｡しかし問いをくり返すことによって,存在はその全体性において自己をあらわすのであ
る｡ Faustは成る程Sturm und Drangからの自我の,知識においても行為においても,

限りない発展の,神に迫らんとする巨人には達いなかったが,その一方｢世界をその最も奥
深いところで統べているものを,これぞと認識する｣努力にこの行為は他ならないのであ
る｡ Mephisto.によってFaustに様々な立場が与えられた｡様々な企画がなされた｡しか

しFaust

にとってどれも満足できなかった｡やがて｢世界｣は外界から内的観照に向けら

れるのである｡この立場の,企画の否定は,問いのその本質から云えば運動である,という
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ことに対応する｡問いの,問い直されておこるこの運動は,存在との連関のうちに入ってゆ
き,存在の連関は問いの運動の中にあらわれてくる｡即ち, Hegelの言葉を貸りれば,方

法とは物の自己運動である｡即ち,問いの運動は存在のそれとなり,問いは存在そのものの
契機となるのである｡ここにFaustの根本テ‑マとでも云うべき≫Es'irrt der Mensch,

solang'er strebt.<の思想がある｡従って現存在が被投的企投をその配慮において否定す

る,その連続の姿であろうU

それはまさしく,存在‑の道なのである｡

いま｢賃夜中｣の場を,問いの構造において見るならば,魔法との結託を否定し,内的観
照に沈潜していた時, SorgeがFaustに近づいてきたことは必然なことである｡しかし初
めはその姿を認識できないのである｡しかしSorgeが≫Hast du die Sorge れie ge‑
kannt?<とSorgeによってなるその立場を知らされたとき, Faust
kommst du mir nicht bei!≪と

Sorge

Sorgeの息吹により盲目となるのであるC

は≫H6r auf! so

を否定するのである｡と同時に

それはまた最高の自己認識であり

Faust

Goethe

は

にお

いてはSymbolとして括れている｡それ故, Faustの内面に光があらわれるのである｡こ

の｢光｣はFaustにとって内的現実でもあった｡これがやがては外的に国土の建設行為に
なるのである｡
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