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はじめに

本稿の主題は、マルティン・ハイデガーのフライブルク大学における
1933/34年冬学期演習「自然・歴史・国家概念の本質について 1）」（以下、「33/34
年演習」）を、政治、民族、国家の三つの観点から分析することである。タ
イトルからも分かる通り、国家概念は、同演習における三つの主要テーマの
うちの一つにすぎない。また、政治および民族の概念は、国家概念を論じる
ために副次的に検討されているにすぎない。それでもなお、これら三概念に
焦点を当て、同演習を再構成する形で分析することの理由を、まず記しておく。

1） Martin Heidegger, “Über Wesen und Begriff von Natur, Geschichte und Staat”, in 
Heidegger-Jahrbuch, 4（2009）, Karl Alber, 2010.
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「33/34年演習」は 1933年の 11月から 1934年の 2月までの 10回にわたっ
て構成されている。この時期は、ハイデガーにとって決定的に重要な年で
ある。1933年 4月 21日、ナチス政権による大学の統制が進行する中、ハ
イデガーはフライブルク大学学長に選出された。そして同年 5月 1日、ナ
チスに入党する。つまり、この時期は、ハイデガーとナチスの蜜月期にあ
たるのである。
ハイデガーとナチズムという問題は、いくつかの波を経て、現在もなお

検討される課題として存在している。もっとも新しくは、2014年に、ハ
イデガーの反ユダヤ主義的な発言を含んだ通称「黒ノート」が出版された
ことをきっかけに、様々な立場からの議論が起こっている 2）。
ハイデガーのナチスへの実践的関与が明らかとなっている現在、ハイデ

ガーとナチスが無関係であったと言うことは、もはや不可能である。しか
しながら、このことは、必ずしもハイデガーの政治的思考がナチズムのそ
れと同一のものであるということを意味しているわけではない。たとえば、
いわゆるナチスの御用学者であった教育学者エルンスト・クリークは、ハ
イデガーについて、次のように述べている。

「『存在と時間』の中で、ハイデガーは意識して意図的に『日常性』を巡っ
て哲学する――そこには民族と国家なり、種族や我々のナチズムの世界像
のあらゆる価値は一切ない。学長就任演説『大学の自己主張』で突然に英
雄的な勇ましい響きが起こっているが、そこにあるのは、一九三三年への
順応であって、『存在と時間』（一九二七年）や『形而上学とは何か』（一九三一
年）における関心や不安や無の教説の基本姿勢とは完全に矛盾している 3）。」

この発言は、ハイデガーとナチズムの関係を考える上で、重要な意味を
持っている。なぜなら、よりナチスに近い人物から見た時、ハイデガーの
政治的思考は、1933年のヒトラーによるナチス政権の樹立に順応しよう

2） 「黒ノート」の詳細、およびそれをめぐる議論については、ペーター・トラヴニー・
中田光雄・齋藤元紀編『ハイデガー哲学は反ユダヤ主義か――「黒ノート」をめ
ぐる討議』（水声社、2015年）を参照されたい。

3） Guido Schneeberger, Nachlese zu Heidegger – Dokumente zu seinem Leben und 
Denken, Bern, 1962, S.225-226.山本尤訳『ハイデガー拾遺―その生と思想のドキュ
メント―』（未知谷、2001年）、324-325頁。
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とするものに過ぎないのであって、とりわけ『存在と時間』に代表される
ハイデガーの哲学には、ナチズムが提示する価値は一切なく、それどころ
か矛盾すらしているものと見えていたことを示しているからである。また、
現に、ハイデガーとナチスの蜜月は、1934年 4月、学長職を辞するとい
う形で一年で終結している。
以上の背景を考慮した時にこそ、本稿の主題の意義は示される。すなわ

ち、ハイデガーがナチスと無関係であったと言うことは、もはやできない。
しかしながら、ハイデガーの哲学に根ざした政治的思考がナチズムといか
なる関係にあったのかについては、検討を要する問題なのである。したがっ
て、本稿では、ハイデガーが現実政治に実践的にコミットしていた時期に、
理論的に、政治、民族、国家をどのように捉えていたのかを明らかにする
ことを主題とする。
本稿の概要を記しておく。第一章は、政治概念についての検討である。

ハイデガーは、カール・シュミットとビスマルクの政治概念を批判し、ア
リストテレスに依拠し、政治を共同体において自己の存在を形成し完成す
ることと定める。そして、この政治概念は、ハイデガーが『存在と時間』
刊行以前の初期の講義において既に提起されているということを確認する。
第二章は、民族概念についての検討である。ハイデガーの提起する民族

は歴史的宿命の共有に基づいて共に結びつくことによって成就するものであ
る。ここで鍵概念となる歴史および宿命は、主として『存在と時間』で展開
されたハイデガー独自の意味を持つ概念である。したがって、本演習で提
起される民族は『存在と時間』における民族を踏襲していると考えられる。
第三章で検討される概念は、国家である。ハイデガーは国家を、指導者

が意志を貫徹することによって実現する指導者国家であると考えている。
ハイデガーがそれ以前に国家について体系的に論じたことはほとんどな
い。それゆえこの国家概念は、政治、民族概念とは異なり、ハイデガー哲
学に根ざした概念とは言い難い。その名称が如実に示すように、当時のナ
チズムを意識して打ち出された概念であると考えられる。
以上のことから導き出される結論は以下のことである。すなわち、「33/34
年演習」においてハイデガーは、自らの哲学に存在していた政治概念と民
族概念を基にしてナチズム的な国家概念を提起しようとした。それは、元
来ナチズムと相容れない政治、民族概念を固持したまま、それらを指導者
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国家へと接続させようとする試みであった。そのため、その国家像は、ナ
チズム的国家と一見類似してはいるものの、その根底は決して通じえない
ものである。
それでは、以上の主張を本論において確認していこう。

第一章　政治とは何か

第一節　シュミットとビスマルクの政治概念への批判

第一章では、「33/34年演習」においてハイデガーが政治概念をどのよう
に捉えているのかを確認していく。ハイデガーが「政治」を考察する時、
その拠り所となるのはアリストテレスの「人間はゾーオン・ポリティコン
（政治的動物）である」という一節である。この一節は、人間が単に共同
体的本質を持つということを意味しているわけではない。そうではなく、
人間が共同体において、自らの固有の存在および共同体の存在を形成し完
成する可能性と必要性を担っているということを意味している。つまり、
人間が政治的であるのは、共同体において自己の存在を形成し完成させる
からなのである。
このような共同体こそが民族であり、国家なのであるが、その詳細につい
ては後述する。ここでは、まず、ハイデガーが、このアリストテレスに基づ
いた政治概念を、二つの政治概念に対抗させているので、それを確認しておく。
第一に、カール・シュミットの政治概念である。シュミットの政治概念は、
友敵関係を基礎としており、闘争、つまり戦争の現実的可能性が政治的関
係の前提となる。友と敵の対立はラディカルな形で政治的統一へと先鋭化
することはあるが、そのような政治的統一性は、国家および民族とは同一
のものとみなすことはできない、というのがハイデガーの見解である 4）。
実際にシュミットは、1933年の論文「国家・運動・民族―政治的統一

性を構成する三要素―5）」の中で、次のように述べている。すなわち、「現

4） Heidegger, “Über Wesen und Begriff von Natur, Geschichte und Staat”, S.74.
5） Carl Schmitt, Staat, Bewegung, Volk – Die Dreigliederung der politischen Einheit, 

HanseatischeVerlagsanstalt, 1935.初宿正典訳「国家・運動・民族―政治的統一体を
構成する三要素―」服部平治・宮本盛太郎・岡田泉・初宿正典訳『ナチスとシュ
ミット―三重国家と広域秩序―』木鐸社、1976年。
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今の国家たる政治的統一体は、国家・運動・民族という三分肢の結合した
ものである 6）」と。その上でシュミットは、民族の同種性を絶対必要な前
提であり基盤であると考え、「同種性という原則がなければ、民族社会主
義を信奉する国家は存立しえないであろうし、その法的生命も考えられな
いであろう 7）」と述べている。
このような政治的統一性を構成する要素としてドイツ民族の同種性を強

調するシュミットに対しハイデガーが批判的であることには注意が必要で
ある。なぜなら、ハイデガーが提起する民族概念は、このような同種性を
前提することのない独特なものだからである。この点については、次章で
確認していくことにする。
第二に、ビスマルクの政治概念である。ビスマルクにおいて、政治とは可

能性の技法である。つまり、政治とは、本質的必然的に歴史的状況から出現
するに違いないものを実現する能力のことを意味する。この政治は、偉大な
国家人の創造的な企投を意味する。したがって、政治は、天才的な国家人の
人格に緊密に結びつけられることになり、その権力と生が終わるところでは、
国家は無力となってしまうというのが、ハイデガーの批判的見解である 8）。
ビスマルクの政治概念を批判するハイデガーは、さらに彼の政治的実践

についても批判する。すなわち、フリードリヒ大王がプロイセンの貴族を
国家の番人へと教育したのに対し、ビスマルクはその政治的貴族が国家理
念に固く根付いていることを見落としてしまったというのである。そのこ
とがドイツ帝国を不安定なものとし、崩壊へと至らしめたのである。した
がって、ハイデガーは、現在において、我々は、諸個人を政治的貴族へと
教育しなければならないと主張している 9）。
このようにハイデガーが政治を偉大な国家人の企投として捉えるのでは

なく政治的貴族の必要性を強調していることは重要である。なぜなら、国
家を指導者国家として提起するハイデガーが、指導者の役割をどのように
考えていたのかという点に大きく関わってくるからである。この点につい
ては、第三章において検討していこう。

6） Ebd., S.11.邦訳、19頁。
7） Ebd., S.42.邦訳、71頁。
8） Heidegger, “Über Wesen und Begriff von Natur, Geschichte und Staat”, S.74.
9） Ebd., S.73-74.
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第二節　アリストテレスに基づく政治概念の提起

シュミットとビスマルクの二つの政治概念を批判した上で、ハイデガー
は、政治に、自己の存在を形成し完成すること、という適切な地位を再び
与えることこそが、我々の時代の至急の課題であると述べている 10）。ハイ
デガーは、時代の至急の課題として、自らの政治概念を提起するが、この
ような考え方を、1933/34年の政治的情勢から出てきたものと考えるのは
早計である。なぜなら、アリストテレスに依拠した政治概念の考察は、す
でに 1924年の講義『アリストテレス哲学の根本諸概念 11）』においてなされ
ているからである。

1924年の講義においてハイデガーは、政治的動物としての人間がポリ
スという政治的共同体においていかなる在り方をしているかについて分析
している。そこでの主要な主張は次の二点である。すなわち、人間が政治
的動物であるのは、人間がロゴスを持つ動物であるからであり、それは「語
る存在者」であることを意味している。第二に、人間は、ポリスという政
治的共同体の中で、伝達、反論、議論という公的言論をもって他者と語り
合う時に、自己、他者および世界の存在が開示されるのである 12）。
「33/34年演習」においても、人間はポリスへと向かう力と性向を持つと
いう意味で政治的動物であると考えられている 13）。その力と性向が何に由
来するかについて、必ずしもハイデガーは明確に論じていない。しかしハ
イデガーは、同演習の別の回に補足として、人間はロゴスを持つ動物であ
り、それは、話すことができる動物であるということを意味していると述
べている 14）。そして、このような人間がポリスを形成し、そのポリス共同
体において自らの存在は形成され完成されるのである。
ロゴスを持つ動物を理性的動物として理解するのではなく、話し語る動
物として理解し、それによって形成されるポリスにおいて存在が開示される
と考える点で、1924年の講義と「33/34年演習」は、連続性を持っている。

10） Heidegger, “Über Wesen und Begriff von Natur, Geschichte und Staat”, S.72.
11） Martin Heidegger, Gesamtausgabe, II. Abteilung: Vorlesungen 1919-1944, Band 18, 

Grundbegriffe der Aristotelischen Philosophie, Vittorio Klostermann, 2002.
12） この点については、拙稿「ハイデガー―存在論的政治の可能性」『岩波講座　
政治哲学 4　国家と社会』（岩波書店、2014年）を参照されたい。

13） Heidegger, “Über Wesen und Begriff von Natur, Geschichte und Staat”, S.71.
14） Ebd., S.78.
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このことは、政治を巡るハイデガーの考察が、ナチスとの実践的関わりの中
で構想されたものではなく、彼の存在論哲学に根付いたものであることを
意味している。なぜなら、存在とは何かを問うハイデガーにとって、存在が
現れる空間を創出することが政治になるのであり、それゆえに彼の存在論
において政治が決定的に重要な役割を果たしているからである。したがっ
て、政治を存在が現れる空間を創出する行為と捉えるハイデガーの考えは、
初期のアリストテレス講義から一貫しているものだということができる。
そしてこの政治によって創出される存在が現れる空間は、国家であり、

民族である。ハイデガーは、「国家が在るということは、人間が政治的に
存在しているということの内に係留されており、人間は民族としてこの国
家を担い支持する 15）」と述べている。
それでは、ハイデガーの政治から導き出される国家、民族とはいかなる

ものなのであろうか。第二章において、まずは、国家との関係についても
留意しつつ、民族について検討していく。

第二章　民族とは何か

第一節　空間内存在と民族

「33/34年演習」におけるハイデガーの民族論の特徴は、空間という観点
から分析する点にある。ハイデガーは、同時代によく知られたスローガンで
ある「空間なき民族」を間違ったイメージであるとして斥ける。むしろ、「民
族には、その具体的存在において必然的に空間が属している 16）」のである。
さらに、その空間を平方メートルという尺度をもって測り取られる幾何学的
な平面として理解することもまた、間違っているとして斥けられる。それで
は、ハイデガーがここで提起する空間とは、いかなるものなのであろうか。
人間は単なる物質や他の生き物とは本質的に異なるため、空間との関係

もまったく異なる。つまり、人間にとって空間は、単なる周辺や中立の容
器ではないのである。人間と民族の関係を探究する時、ハイデガーはそれ
を空間内存在（Im-Raum-Sein）と呼び、民族がそれに属する空間をもって

15） Ebd., S.73.
16） Heidegger, “Über Wesen und Begriff von Natur, Geschichte und Staat”, S.80.
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いると主張する。しかし、このことは、人間が空間に一方的に規定されて
いることを意味するのではない。つまり、海、山、砂漠などの状況が、人
間をある特定の民族へと規定するのではない。ハイデガーは、土着性や土
地とのつながりの中に民族の理想を見ることを正しくないと考えている。
それのみならず、習慣、風習、奇術を調査することで民族を論じることが
できると考えることも間違っているとしている 17）。
それでは、空間内存在とは何を意味するのであろうか。ハイデガーは

1927年の『存在と時間』において、すでに空間内存在という概念を提起
している。すなわち、「現存在はそれ自身或る固有の『空間内存在』を備
えているのだが、この空間内存在はそれ自身としては世界内存在一般とい
う根拠に基づいてのみ可能なのである 18）」。つまり、空間内存在というのは、
人間が現存在として世界内存在（In-der-Welt-sein）という在り方をするこ
とに基づいて可能となるのである。したがって、空間内存在の意味を明ら
かにするために、まずは、世界内存在という概念について確認していこう。
たとえば、人間と他の様々な存在者の関係を考える時に、他の存在者は、

人間の認識の対象物として単に客観的に存在する事物に過ぎず、そして人
間はそれらを認識する主観であると考えることができる。このような認識
における主観と客観として、人間と他の存在者が世界という器の内に存在
しているという考え方は、ハイデガーの意図する世界内存在という在り方
ではない。このような関係では、「事物が持っているこれこれしかじかの
性質をしている『外見』をわずかに眺めやるしかしない 19）」のである。
存在の意味を問うことを自らの哲学の根本課題としたハイデガーにとっ

て重要なのは、存在者の性質を認識することではなく、存在者の存在が開
示され了解されることである。そして、それは、世界内存在として現存在
が存在者と関わる時、つまり、存在者が「何々するための手段である或る
もの」という手段性をもって現存在の前に現れる時に可能となるのである。
視点を変えれば、現存在は存在者が開示する存在を了解するということで
あり、そのように存在者と関わり合う認識作用をハイデガーは気遣いと名

17） Ebd., S.81-82.
18） Martin Heidegger, Sein und Zeit, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1993, S.57.原佑訳
『世界の名著 74　ハイデガー』（中央公論社、1980年）、140頁。ただし、強調は
原文ではイタリック。

19） Ebd., S.69.邦訳、158頁。
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づけ、気遣いをもって現存在と存在者が関わり合う在り方を世界内存在と
いうのである。
したがって、人間と民族の関係を空間内存在と呼び、民族には必然的に

空間が属しているという時にハイデガーが意図することは以下のことであ
る。すなわち、まず、様々な特徴を備えた土地としての空間が民族の特徴
を、ひいては人間の特徴を規定するということではない。そうではなく、
民族という空間の中での現存在相互の関係および現存在と他の存在者との
関係の中で存在が開示するということを意味するのである 20）。第一章にお
いて、政治とは、存在が現れる空間を創出することであることを確認した。
その空間こそが民族であることをハイデガーは、空間内存在という概念を
用いて示しているのである。

第二節　歴史的宿命と民族

前節では、民族には空間内存在という性質が属していることを確認した。
それでは、存在が現れる空間としての民族は、いかにして実現が可能にな
るのであろうか。ハイデガーは、次のように述べる。「民族とは何か？民族
そのものの本質に対するこの問いを我々は、そもそも立てることができな
い。なぜならこれは常に既に特定の国家的存在から判断され、それゆえに
常に既に政治的に決定されるからである。我々は民族の存在をそれ自体明
確に話しておくことは全くできない。なぜならこの無謀な企てのそばには
常に既に確かな国家意識が共鳴しているからである 21）」と。つまり、民族は、

20） ラインハルト・メーリングは、「民族の空間内存在」に関するハイデガーの説
明を政治的に興味深いものと考え、土着性および交通という膨張的なカテゴリー
を強調するハイデガーを、大ドイツ主義イデオロギーの極端な主張者と呼んでい
る（Reinhard Mehring, “9. September 1933 im Kaiserhof? Martin Heidegger und Carl 
Schmitt in Berlin. nach neuer Quellenlage” in Merkur, 67, Heft 764, 2013, S.77.権左武
志訳「一九三三年九月ベルリンのマルティン・ハイデガーとカール・シュミット
―新たな資料状況から―」『思想』第 1073号、岩波書店、2013年、15頁）。この
ような捉え方には賛同しえない。なぜなら、ここでハイデガーが主張しているこ
とは、故郷と民族と国家の三概念を分けることであり、それぞれに対応する空間
的特徴として、故郷には土着性を、国家には交通を通じて影響作用を持つ領土を、
そして民族には空間内存在としての空間を挙げているのである。したがって、民
族が政治的であるというのは、メーリングが言うような大ドイツ主義イデオロ
ギーに結びつくからではなく、存在が現れる空間を作り出すというハイデガーに
固有な意味で、政治的なのである。

21） Heidegger, “Über Wesen und Begriff von Natur, Geschichte und Staat”, S.83.
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国家との関係性において示されるものなのである。したがって、民族と国
家の関係性という観点から、民族について検討していくことが必要となる。
第一章で確認したように、存在が現れる空間を創出することとして理解

される政治が国家と民族を導き出す。すなわち、「国家が在るということは、
人間が政治的に存在しているということの内に係留されており、人間は民
族としてこの国家を担い支持する 22）」。この一文に続けてハイデガーは、「こ
の政治的宿命すなわち歴史的宿命の決断のために、民族と国家の根源的な
本質的関係の明確化が必要となる 23）」と述べている。つまり、存在が現れ
る空間を創出する政治とは、歴史的宿命なのである。したがって、民族と
国家との間にある関係性とは歴史ということになる。ハイデガーは、「民
族の存在としての国家は明白に歴史的であるのだから、我々はここから民
族と民族の歴史的性格について問うことができる 24）」と述べている。
歴史とは何か、そう問いかけるハイデガーの回答を確認しておこう。「過
ぎ去ったこととは、生起したことであると我々は考える。しかし、歴史と
は単に過ぎ去ったことなのであろうか？そうではない。歴史（Geschichte）
とは生起すること（Geschehende）全般である。すなわち、歴史とは生起
したこと、ならびに生起していること、そして生起するであろうことであ
る 25）」。歴史が単なる過去を意味するのではなく、起きたこと、起きること、
起きるであろうことの三様性を持つものとして理解されるのは、ハイデ
ガーの提起する本来的時間概念に基づいている。つまり、時間とは、もは
や今ではない過去と、現在と、まだ今ではない未来の三者によって構成さ
れるものではなく、我々が過去から未来へと至る中で直接的に過去と関連
して現在に存立しているという考え方である 26）。したがって、「我々は時間
を、枠組み構造として理解するのではなく、人間の固有の根本体制として
理解するのである。人間の存在が時間であるというこの本質が、歴史を持
ち、そして作るのである 27）。」。

22） Ebd., S.73.
23） Ebd., S.73.
24） Ebd., S.79.
25） Ebd., S.61.
26） Ebd., S.71.
27） Ebd., S.69.
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ハイデガーがここで展開する歴史、時間概念は、『存在と時間』におけ
る両概念の分析を完全に踏襲している。少し長くなるが、引用しておこう。
「歴史は、過去となったものという意味での『過去』を意味するというよ
りは、むしろ過去からの由来を意味する。『歴史を持つ』ものは、なんら
かの生成と関連づけられている。その際『発展』は、時には興隆であり、
時には衰退である。こういうふうに『歴史を持つ』ものは、同時に歴史を
『作る』ことができる。『画期的な時代を作りつつ、』そのように歴史を持
つものは、『現在的』でありながら何らかの『未来』を規定する。ここで
は歴史は『過去』、『現在』、『未来』を貫通する事件連関ないしは『作用連
関』を意味している。この場合には、過去はいかなる特別の優位をも持っ
ていないのである 28）」。歴史が過去を意味するのではなく、過去と現在と
未来の作用連関として捉えられていること、また、歴史について、人間が
能動的にそれを作り、持つ、という考え方は、既に『存在と時間』で提起
されている考え方である。
この考え方を前提として、ハイデガーは、歴史を次のように説明する。「す
なわち、歴史とは実存しつつある現存在の時間の内で生ずる種別的な生起
のことであって、しかもその際、相互共存在の内で『過去となっていなが
ら』、同時に『伝承されて』いて、さらに影響を及ぼしつつある生起が、
強調された意味において歴史とみなされている 29）」。人間が歴史を持ち、作
るという能動的な側面は、ここでは伝承するという動詞で表わされている。
伝承するとは、受け継がれ引き受けた遺産をおのれに伝承することを意

味している。このことが歴史を作るというほどの能動性を持つのは、伝承
するということが選び取るということを意味するからである。つまり我々
は被投的存在として様々な遺産の内に存在している。それらは幸運な事情
から偶然的な残酷さまで多様である。これら種々の遺産の中からある可能
性を宿命として選び取ることが伝承するということの意味である 30）。そし
てこの時、民族が創出される。すなわち、「宿命的な現存在は、世界内存
在として、本質上他者と共なる共存在において実存するかぎり、そうした
現存在の生起は共生起であって、運命として規定されている。この運命で

28） Heidegger, Sein und Zeit, S.378-379.邦訳、585頁。ただし、強調は原文ではイタリック。
29） Ebd., S.379.邦訳、586頁。
30） Ebd., S.384.邦訳、592-594頁。
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もってわれわれが表示するのは、共同体の、民族の生起なのである 31）」。
つまり、様々な遺産の中からある可能性を宿命として選び取る、このこと
が歴史を持つことになるのだが、この宿命を共に運命として選び取る時、
それら現存在たちの共同体として民族が生起するのである。
『存在と時間』における議論を長く確認してきたが、民族が歴史性に基
づいているという「33/34年演習」の考え方が既に『存在と時間』になさ
れているものであることが十分に見て取れたであろう。ここまでの議論を
振り返ってみると、同演習における、政治とは存在が現れる空間を創出す
ることであるという主張（第一章）、および、民族は歴史性に基づいてい
るという主張（第二章）は、いずれも『存在と時間』およびさらなる初期
の講義にまでさかのぼることができる主張であった。しかしながら、これ
から確認していく国家の概念は、同様にさかのぼることは困難である新し
い概念である。それでは、ハイデガーは、この国家の概念を、どのように
自らの哲学に結び付けようとしたのであろうか、第三章では、この点を検
討していく。

第三章　国家とは何か

第一節　存在としての国家

前章で確認したように、ハイデガーは民族と国家を関連づけて考えてい
た。すなわち、民族そのものの本質は「常に既に特定の国家的存在から判
断され 32）」るのである。続けてハイデガーは以下のように述べる。「我々が
国家の概念について明確にしようと望む時も、同じことがあてはまる。そ
れゆえに民族の存在との特定の関係性を既に基礎としていないような国家
理論は、立てることができない 33）」。
それでは、民族と国家の関係はいかなるものなのであろうか。ハイデガー
は「民族すなわち存在者は、その存在すなわち国家に対して特定の関係を
持っている。我々は今、いかにしてこの民族―国家および存在者―存在の

31） Ebd., S.384.邦訳、593頁。
32） Heidegger, “Über Wesen und Begriff von Natur, Geschichte und Staat”, S.83.
33） Ebd., S.83.
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関係が本質的に結びついているかを熟慮しなければならない 34）」と述べて
いる。つまり民族と国家の関係とは、存在者と存在の関係なのである。
存在者というのは、この世界の内に存在するあらゆる「存在するもの」

のことである。民族もまた、この世界の内に存在する存在者ということに
なる。それに対して存在とは、存在者が存在するという時の「存在する」
ということを意味している。民族が存在者であるということは、それほど
理解が困難ではないであろう。しかし、国家が存在であるということは、
何を意味しているのであろうか。
このことを理解するためには、「存在する」ということが多義性を持っ
ていることを理解しなくてはならない。つまり、存在者の種類に応じて、「存
在する」という様式は多様なのである。ハイデガーの挙げる例に即して、
確認していこう。
たとえば、チョークも犬も、「チョークが存在する」あるいは「犬が存
在する」というように、同じ表現をする。ところが、チョークは物体とい
う事物的存在者であり、その「存在する」は、「チョークがある」という
存在様式をとる。それに対して、犬は、動物という生物的存在者であり、
その「存在する」は、「犬がいる」という存在様式をとる。つまり、両者
の間には、「ある」と「いる」の違いがある。このように、存在者が異な
ることによって「存在する」という様式は多様となるのである 35）。
さらに人間は、事物的存在者とも生物的存在者とも異なる存在者であり、
その存在様式も両者から区別されることになる。人間が他の存在者と異な
るのは、いかなる点においてであるか。ハイデガーの回答はこうである。
すなわち、「人間は自らの存在および他の存在者の存在を意識している。
人間は意識を持っている 36）」。つまり人間は、他の存在者が「存在する」
ということを気にかけ、意識することができるのである。この意識こそが、
前章で確認した「気遣い」である。すなわち、存在者に対する「何々する
ための手段である或るもの」という認識作用である。したがって、人間と

34） Ebd., S.76.
35） Ebd., S.75-76.なお、ハイデガーの例では、チョークと犬について、その「ある」
と「いる」はともに ”ist” を用いている。日本語では、それらを「ある」と「いる」
という別の語を用いることに着目し、筆者の判断で、あえて、このように使い分け、
説明の助けとした。

36） Ebd., S.76.
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いう存在者が存在する時、その存在様式は、他の存在者に対して気遣いを
持って関わり合いながら存在するという在り方となるのである。逆にいえ
ば、存在に対する意識を失うことは深い頽落であり、その時人間は、存在
との関係を持たない動物へと落ちていくのである 37）。
人間という存在者の存在の在り方が気遣いであるのに対して、民族とい

う存在者の存在の在り方が国家である。つまり、民族が存在する時、それ
は国家を成すという在り方をするのである。ハイデガーが、「国家の形態、
体制は、民族が自らの存在のために意味として定めるものの本質的な表現
なのである 38）」と述べる時、それは、民族という存在者が国家という在り
方をすることを意味している。
民族はなぜ国家を成して存在するのか。国家という在り方とはどういうこ

となのか。前章における民族の特徴をもう一度確認しておこう。ハイデガー
にとって民族は、土着性や土地拘束性あるいは風習や習慣に基づくもので
はなかった。つまり、民族は、生まれ落ちた土地、あるいはそこに長らく住
み着いたという事実を共有する人々によって存在するのでもないし、風習や
習慣の共通性に基づいて存在するというのでもないということである。
ハイデガーの民族は、過去と現在と未来が有機的に結びつく本来的時間

性の中で自らを投企すべき歴史的遺産を選び取り、引き受け、引き渡す、
その意志に基礎づけられるものである。つまり民族は、通常理解されるよ
うな出自や慣習などの共有に由来する共通の集団帰属意識によって形成さ
れるのではないのである。民族を基礎づけるものは自己を宿命へと投企し
ようとするその都度の意志に留まるため、集団を形成し維持する能力は極
めて弱いものである。したがって民族が存在する時、その「存在する」と
いうことを何かに依拠せざるを得ない。それこそが国家なのである。この
ことを指してハイデガーは、民族という存在者の存在が国家であるという
のである。
ハイデガーの考える民族と国家の関係には注意が必要である。繰り返し

になるが、再度確認しておこう。民族は、出自、慣習、言語、血統などの
共通性に由来する集団帰属意識に基礎づけられて確固たるものとして存在
し、それを基盤として国家が築き上げられるのではない。宿命を選び取る

37） Ebd., S.76.
38） Ebd., S.76.
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というその都度の意志から生ずる民族を、意志の共同体として具現化し秩
序づけるものが国家ということになる。したがって、ハイデガーは国家を、
秩序としての国家と考えるのである。それでは、秩序としての国家とはい
かなるものであるのか、次節で確認していこう。

第二節　秩序としての国家

「33/34年演習」においてハイデガーが提示する政治および民族の概念は、
自身のかつての分析を完全に踏襲しており、時を経てなお彼の考えに変化
が生じていないことを読み取ることができる。ところが、国家を指導者国
家と呼び、指導者を通じて民族と国家を接合しようとするハイデガーの試
みには、ヒトラーによる独裁政権の確立という時代情勢への順応の意図を
感じざるを得ない。しかしながら、そこには、自らの哲学を容易に曲げよ
うとしないハイデガーの態度もまた見て取ることができ、彼の指導者国家
とナチズムのそれとの間には差異もまた存在する。ハイデガーの国家論に
はこれら両方の側面が存在することを念頭に置きながら、以下において分
析していく。
前節で確認したように、ハイデガーは、民族と国家の関係を存在者と存

在の関係であると考えている。すなわち、民族という存在者が存在する時、
その存在するという在り方が、国家を成すという様式をとるということで
ある。その国家をハイデガーは、貴族が体で平民が手足であるというよう
な有機体的な国家として考えるのではなく、精神的なものとして捉えてい
る。精神的な国家とは、つまり、国家の秩序が、服従と指導への自由で純
粋な意志によって担われるということを意味している 39）。ハイデガーは、
「ただ指導者と被指導者が一つの宿命において一緒に結びついている所に
おいてのみ、また一つの理念を実現するために戦っている所においてのみ、
真の秩序は生じる 40）」と述べている。
この発言において、ハイデガーが、国家の秩序を考える上で、指導

（Führerschaft）という概念を重視していることを見過ごすわけにはいかな

39） Heidegger, “Über Wesen und Begriff von Natur, Geschichte und Staat”, S.77.
40） Ebd., S.77.
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いであろう 41）。演習の行われている 1933年という年は、党内を「指導者原
理」（Führerprinzip）で支配するヒトラーがドイツの首相に就任し、「指導
者兼ドイツ国首相」（der Führer und Reichskanzler）と呼ばれていた時期で
ある。この時期に指導という概念を使う以上、ハイデガーが指導者として
ヒトラーを、指導者国家としてナチズム国家を想定していたことは、おそ
らく否定できないであろう。それでは、まず、ハイデガーの考える指導者
がいかなるものであるかを確認していこう。
第一章で確認した通り、ハイデガーにとって国家は人間が政治的に存在

しているということに結びついていた。この場合、政治的とは、単に共同
体的本質を持つということではなく、共同体において自らの存在を形成し
完成することを意味していた。ハイデガーにとってこの共同体こそが民族
であり、その存在が国家である。したがって、政治に適切な地位を与える
ことが時代の至急の課題であると考えるハイデガーは、「国家と民族の本
質についての理解と知識が、各々の人間にとって必要である 42）」と主張する。
ところが、この各々の人間の中に指導者は入っていない。ハイデガーは

以下のように述べる。すなわち、国家と民族の本質についての「この知識
を習得したものは、国家人あるいは指導者として政治的に振舞うことが可
能であるということを意味するわけではない。なぜなら、あらゆる国家的
行為や指導者の起源は、知識にではなく存在にあるからである 43）」。指導
者の起源が知識にではなく、存在にあるというのは、どういう意味であろ
うか。まず、各々人間が、国家と民族の本質についての知識を高めていく
ことにより、指導者へと成長していくのではないということが読み取れる。
「指導者は政治的に教育される必要はない 44）」というハイデガーの発言も、
そのことを指しているといえる。さらに、指導者の起源は、知識にではな
く、あくまで、その存在にあるのである。存在とは、「指導者がいる」と
いう時の「いる」ということを意味している。したがって、指導者の起源
は、「いる」ということにあるのである。換言すれば、指導者は「いる」
から「いる」のである。

41） Ebd., S.88.
42） Ebd., S.73.
43） Ebd., S.73.
44） Ebd., S.73.
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このような指導者像は、ナチズムのそれと共通している。ナチズムにお
いて指導者の権威は彼に固有の彼の人格を構成する生得のものであり、し
たがって、指導者は人為的に教育し、育成されるものではないと考えられ
ていた。つまり、指導者はその人格と不可分の一回限りの現象であり、他
のいかなるものにも譲渡不可能なものであった 45）。この考え方は、指導者
の起源が指導者たる資質を備えてそこに存在しているということ、すなわ
ち、指導者の指導者たる根拠が指導者の存在にあるというハイデガーの考
え方と共通しているといえる。
指導者が存在するということは、また、被指導者も存在するということ

である。続いて、両者の関係について確認していこう。先の引用文にあっ
た一つの宿命において一緒に結びついている所に真の秩序が生じるという
主張は、宿命を共にすることによって民族が成就するというハイデガーの
民族の考え方に合致している。
ところが、宿命において結びつく主体としての指導者と被指導者の関係

については、前者の優越が主張されることになる。すなわち「指導者の実
存と卓越性が、民族の存在および魂に埋め込まれ、そして根源性と情熱と
共に課題と結びつく 46）」のである。そして、被指導者には義務と奉仕が求
められることになる。この考え方は、「民族は、指導者を必要としている
とともに政治的貴族が担い手となってきたという伝統もまた必要としてい
る 47）」という発言から見て取ることができる。ここで政治的貴族の伝統と
は、プロイセン貴族を指している。すなわち、「フリードリヒ大王がプロ
イセンの貴族を国家の番人へと教育した 48）」ということである。
プロイセンは、臣下の者に対し、その祖国愛や国民感情に訴えかけるの

ではなく、義務感に訴えかけた国家であった。国民それぞれが使命の遂行
を義務づけられたのである 49）。それゆえ、ハイデガーは、「国家を拒絶し、

45） 南利明「民族共同体と指導者―憲法体制」『法政研究　静岡大学』第 7巻第 2号、
2002年、134頁。また、宮田光雄も、ヒトラーの指導者権力が、ヒトラーの人格
において叙任された権力であることを指摘している（宮田光雄『ナチ・ドイツの
精神構造』岩波書店、1991年、50-51頁）。

46） Heidegger, “Über Wesen und Begriff von Natur, Geschichte und Staat”, S.77.
47） Ebd., S.78.
48） Ebd., S.73.
49） Sebastian Haffner, Preussen ohne Legende, Gruner Jahr,1978.魚住昌良・川口由紀子
訳『図説　プロイセンの歴史―伝説からの解放―』東洋書林、2000年。第二章を
参照されたい。



154

論　　説

国家を失っている民族は、その本質的集団を見出せていないということの
みならず、民族の宿命に対する義務を受け入れることも、その能力をも欠
いているのである 50）」と述べるのである。この考え方に基づいて、ハイデ
ガーは、ビスマルクが彼の支えとなる政治的貴族を手放した時、第二帝国
は崩壊したのであり、今や、各々の個人が民族と国家への固有の責任を考
えなければならないと主張するのである 51）。
ナチズムにおいてもまた、同様の考え方が見られる。指導者の権威およ

び指導に被指導者が忠誠をもって従うという関係が存在するのである。指
導者が最終目標の実現に向けて民族の意志を決定し、被指導者が忠誠を誓
約し奉仕するという関係である 52）。
このように、国家像をめぐって、指導者の起源について、および被指導

者に義務と奉仕が求められることについて、ハイデガーの考えとナチズム
の間には共通性が存在する。しかしながら、義務と奉仕の対象や民族と国
家の関係性については見過ごしえない相違が存在している。以下で確認し
ていこう。
ナチズムにおいては、まず、民族は種の同一性に基づいている。つまり、

「民族同胞は、同じ精神、同じ運命、同じ最終目標を共有する限りにおいて、
そして、何よりも指導者が民族のもっとも優れた血の所産として民族その
ものを体現する限りにおいて、彼の人格全体に対して忠誠を誓約する 53）」
のである。そして、忠誠は、遺伝的素質の共有に基づいた指導者との人格
的合一を前提としたものとなる。そのため、それは一回限りの、指導者の
死によって終了するものである 54）。
ハイデガーは、このような考え方を採っていない。第一章で確認したよ

うに、ビスマルクの政治概念を一人の天才的人間の人格に結びつけること
を批判していた。なぜなら、その権力と生が終わることにより、国家の無
力化が起こるからである。そのようなビスマルク的政治の失敗に陥らない
ために、ハイデガーは指導者のみならず政治的貴族の重要性を主張するの
である。ハイデガーがあくまでも責任を国家に対する責任と考え、義務を

50） Heidegger, “Über Wesen und Begriff von Natur, Geschichte und Staat”, S.74.
51） Ebd., S.73-74.
52） 南前掲「民族共同体と指導者―憲法体制」、134-135頁。
53） 同上、135頁。
54） 同上、134頁。
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民族的宿命に対する義務と考え 55）、指導者に対する直接的な責任、義務と
考えていないのはこのためである。
また、ハイデガーは民族を血に由来する同種性に基づくものとは考えて

いない。「33/34年演習」において、ハイデガーは、民族を血統に基礎づけ
ることを肯定も否定もしていない 56）。しかし、民族を土着性や習慣、風習
の共通性に基づけることを明確に否定している。その上で、民族は、それ
までの彼の民族概念を踏襲し、歴史的宿命を自らが選び取ることをもって
成就するという考えを固持している。民族の同種性を強調し政治を友敵関
係と捉えるシュミットを批判していること 57）、さらに同時期の講義におい

55） Heidegger, “Über Wesen und Begriff von Natur, Geschichte und Staat”, S.73-74.
56） この点について、エマニュエル・ファユの研究を確認しておく。Emmanuel 

Faye（translated by Michael B. Smith）, Heidegger : The Introduction of Nazism into 
Philosophy in Light of the unpublished Seminars of 1933-1935, Yale University Press, 
2009.ファユは「33/34年演習」においてハイデガーが民族概念について、血と人
種の絆という考え方を交えて論じていることを示した上で、「この演習を読んだ
後、ハイデガーは人種主義者ではないと断言することはもはやできない（Ibid., 
p.119.）」と主張している。しかしながら、このようなファユの主張に賛同するこ
とはできない。なぜなら、ハイデガーは、民族概念を検討するにあたり、まず最
初に、「民族という語が含み持つものの様々な側面に焦点を当てていく（Heidegger, 
“Über Wesen und Begriff von Natur, Geschichte und Staat”, S.72.）」と前置きをした上
で、民族歌謡（Volkslied）、国勢調査（Volkszahlung）、国民皆兵論（Volk im 
Waffen）などの諸概念と並んで、血と人種の絆という考え方を挙げているに過ぎ
ないからである。
　また、ファユは、ハイデガーを人種主義者であると断定する理由として、< 

völkisch >という語が用いられていることを挙げている。この点については、こ
の語自体が使用された歴史的な状況や背景を示した上でなされる中田光雄の批判
が明快である。すなわち、「ハイデガーが < völkisch >なる語を使用するからとて、
それゆえ、ナチスや時勢へのそれなりの迎合はあり、ハイデガー個人にそれなり
の人種的偏見があるとしても、< völkisch >なる語そのものが多義的であることも
あり、ハイデガーの思惟が本質的に人種差別的でナチス的であるということには
ならない（中田光雄『哲学とナショナリズム―ハイデガー結審―』水声社、2014年、
41頁）」。このような主張には筆者も賛同する。

57） メーリングは、シュミットとハイデガーの比較の観点から、「シュミットが『憲
法論』で説明したように、ハイデガーは、民族とは国家を形成する国民だという、
よく知られた民族の政治的定義を主張する。その際に彼は、シュミットよりもいっ
そう強く、『指導者の意志』を強調する（Mehring, “9. September 1933 im Kaiserhof? 
Martin Heidegger und Carl Schmitt in Berlin. nach neuer Quellenlage”, S.77. 邦訳、15
頁）」と述べている。このような解釈については、ハイデガーが指導者の意志を
強調することの含意を読み取ることが重要である。すなわち、まず、民族が国家
を形成する国民であるという点については、民族が確固たるものとして存在して
おり、それを基盤として国家が形成されるというのではなく、民族がそれ自体と
して強い集団形成能力を持たないため、国家に依拠して存在するということであ
る。それゆえに、ハイデガーが指導者の意志を強調するのは、ハイデガーの民族が、
シュミットのような人種的同種性に基づくものではないから、民族の意志と深く
関わりを持つ指導者の意志が強調されるということである。
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ては、民族を人種の同種性に基づけることを明確に否定していること 58）に
鑑みれば、ハイデガーは民族を血統に基づけて考えることには否定的で
あったと考えられるであろう。
以上のことを踏まえ、最後にハイデガーが「33/34年演習」で提起する

国家についてまとめておこう。国家とは民族の存在である。つまり民族が
存在するという時の「存在する」にあたるものが国家である。そこからハ
イデガーは、国家を秩序として捉えた。民族は国家という秩序によって存
在するのである。秩序は支配に基づくものであり、支配とは意志の貫徹を
意味する。そして、この意志を貫徹する能力が権力である。それゆえ、国
家は確固たる権力性を前提としている。
ここで貫徹される意志とは、民族の意志である。この民族の意志は個々

人の意志と同一視されるものではなく、個々人の意志の総計でもない。両
者は完全に別の構造を示すものである。この複雑な構築物である民族の意
志に深く関わり、これを把握するのが指導者である。したがって国家は指
導者国家となる 59）。
指導者は、制度による単純な服従と強制を目指してはならない。真の意

志貫徹は、被指導者の中に共通の意志を呼び覚まし、共通の目標の実現を
目指すものだからである 60）。これを成しうる時に、指導者は民族を国家と
して実現し、国家において人間の存在が最高度に実現するのである。そし
て、これこそが、ハイデガーが目指す、存在が現れる空間としての民族の
国家としての成就なのである。

むすびにかえて

ハイデガーとナチズムの関係は、ハイデガーの死後約 40年経った現在
でも、たびたび論じられる問題である。この問題について、本稿の分析か
ら言えることを述べ、本稿を閉じることにする。

58） ハイデガーが 1934年のフライブルク大学での講義において、自らの民族概念
を種族関係としての民族から峻別していることについては、拙著『マルティン・
ハイデガーの哲学と政治―民族における存在の現れ―』（風行社、2011年）の第
六章を参照されたい。

59） Heidegger, “Über Wesen und Begriff von Natur, Geschichte und Staat”, S.85.
60） Ebd., S.87.
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ハイデガーが実践的にナチスと関わりを持ったことは、もはや否定する
ことのできない事実である。問題はハイデガーの政治的思考とナチズムの
それが、どれだけ共通性を持つものであるのかということである。
「33/34年演習」で提起された国家概念は、指導者国家であった。指導者
が被指導者の中に共通の意志を呼び覚まし共通の目標を実現することで民
族の意志を実現していくという国家イメージは、ナチズムの指導者国家と
重なるところが大きい。ハイデガーの念頭にナチズムの指導者国家が存在
していたことは間違いないであろう。
しかし、このことをもって、ハイデガーの政治的思考はナチズムのそれ

と同一であると結論づけることはできない。なぜなら、民族概念について、
ハイデガーの考えとナチズムは、まったく相容れないからである。
ナチズムにおいて民族とは、人種に基礎をおいた血統主義に基づく民族

である。それに対してハイデガーの民族は血統的同種性に基づくものでは
ない。さらには、土着性や、習慣、風習の共通性に基づくものでもない。
ハイデガーの民族は自己を投企すべく選び取る宿命を共にすることによっ
て成就するものである。この考え方は、ナチズムの民族を目の前にして決
して変わることはなかった。
人種と運命を共有するドイツ民族共同体を建設することを主たる目的と

するナチズムに対して、民族概念を共有できないことは小さな差異ではな
かったと思われる。ことによると、この民族概念をめぐる両者の隔たりが、
フライブルク大学学長職というハイデガーとナチズムとの蜜月期をわずか
1年で終了させた要因なのかもしれない。実際、これ以降ハイデガーは、
政治概念、民族概念の分析を展開していくことはあるものの、指導者国家
という考え方を深めていくことはなくなっていく。その後ハイデガーがい
かなる政治概念を展開していくのかについての検討を今後の課題とし、本
稿を閉じることにする。
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