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 われわれは何を見るにしても、ある一つの視点からしか見られない。その時、立方体を

二次元空間に描いたネッカーキューブやアスペクト知覚の考察に使われるアヒルウサギな

どの例が示すように、別の視点から見えることは隠される。つまりわれわれがある見方を

すると、そこには隠れることも起きており、それが罠になりうる。ヘラクレイトスはその

ことに鋭敏な感覚をもっていた（「上り道は下り道」DK60）。われわれの見方、ひいては言

葉の使い方は一義的ということはなく、多分に曖昧あるいは両義的であり、それで見えて

くることと隠れることの両方がある。従って特定の視点からする見方、特定の意味の言葉

の使い方だけを専らにすると、全体を取り逃がすことになる。 

「ものの本性は隠れることを愛する」（DK123）と指摘しつつ、ものの見方と意味が多次

元にわたって響き合う重層性を言葉に載せながら、「隠れるもの」の剔抉（それを戦いとも

表現している）に努めたヘラクレイトスは、自身が「暗い人、謎の人」と言われた。これ

は一つの逆理、蓋し当然の逆理である。第一に、ヘラクレイトスは答を与えたのではなく、

考えるべき重大なことがあると挑戦と指標を与えただけだから。そしてヘラクレイトスは

「我は我自らを探究せり」（DK101）と言葉を残して消えている。第二に、その言語はヘラ

クレイトス個人の厳しく「わたし」一人の私的言葉の色を濃くし（しかし「私的知恵」(DK2)

による意見ではない）、そして俳句のような短い断片の詩的言葉である(1)。こうしてわれわ

れはヘラクレイトスの挑戦に応戦して、その頭頂を攀じ登らなければならない。 

 

 

一 

 

生物の進化はこの進化自体に関心をもつ生き物を生み出した。宇宙進化の先端に立つそ

の人間は、同時に宇宙にそうした位置を占める人間とは何か、に関心をもつところの生き

物である。われわれ人間はただ生きる動物ではない。人生計画が人生の重要な部分を占め

るように、自分が生きることを気遣うことが生きること自体の本質を構成しているという

ことである。そんなことは人間にしか起きない。従って人間とチンパンジーでは遺伝子は

                                                 
(1)

 なお注釈では、今でも C.Kahn の本が、ヘラクレイトスの言葉の呼応共鳴 the resonance と意
味の圧縮 the linguistic density（p.89）を認めて哲学的に一番優れている。Burnyeat が的確な書評
を与えている。Burnyeat はヘラクレイトスの言葉を poem のように見ている（p.10）。 
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98％ほど共通だということを科学は発見してきたが、動物と人間ではその「生きる」とい

うことは意味が違う。あの 2％に超えがたい非連続性がある。 

 いうまでもなくそれは人間が言葉をもつ動物だからである。歴史を記録し自变伝を書く

のは人間だけである。言葉を使うことは、話す、質問する、説明する、真偽を確かめる、

引用する、批判する、希望する、計画する、計算する、謝罪する、評価する、翻訳する、

一般化する、名付ける、歌う、嘘をつく、告白する、比較する、約束する、等々あらゆる

方面にあらゆる仕方で人間の可能性を開くことである。そして言葉は、言葉を創作する文

芸そして議論のように言葉について言葉スル自己反射型も含む、いわば手と似た無限開放

系の「道具の道具」である。そうした言葉で可能になる多次元にわたる活動がとりわけ人

間的な振る舞いなのである。言葉を使うことは人間には、寝たり食べたり飲んだりするこ

とと同じように、あるいはそれ以上に、自然である。人間は言葉で生きる、言葉を生きる

動物である。そしてその生き方を言葉で浮き彫りにすることに関心をもつ。 

 「光あるうちに歩め」と言われるように、人は自分の人生を照らす光を必要としており、

自分の生き方を活性化する熱を必要としている。光と熱は人間という生命の不可欠の要素

である。そして光と熱の源は太陽である。自分の人生に光と熱を与える太陽は、人生の基

準点、座標軸、尺度、原理であり、生き方と振る舞いに意味と理由と説明と秩序を与える

原点である。それを目標に、それを測りに、それを根拠に人は生きようとする。生きたい

とする。もとよりそんな座標軸も測りも何もないし必要ともしないと思う人もいる。多数

いるであろう。しかしその人も人生の座標軸などないし必要ともしないという座標軸を取

っているだけであり、何も人生に特別な意味はないということを意味あることとしている

だけである。人間は言葉をもつ動物 zôion logon echonであった。それは言葉がもつ動物 zôion 

logos echôn でもあり、つまり人間は言葉の外に出られないということである（アリストテ

レスは『形而上学』第４巻で、言葉は矛盾律に従っており、矛盾律を証明するにも否定す

るにも矛盾律に従わなければならないように、人は矛盾律の外には出られないことを示し

ている(2)）。人生には意味がないと主張するためにも言葉を使い、その主張の言葉は意味が

あるとしなければならない。そうでなければ何も言ってはならない。しかし言語の外に出

れば、物言わぬ植物だ（Met.1006a14-15）。 

人間はどこに立って何を理解してどういう生き方をしているか。この問いに自分は関係

ないと主張しても、それはその人がこの問いに直面していないということを意味するわけ

ではないことになる。彼が関心をもとうがもつまいが、意識しようがしなかろうが、否応

なくすでにこの問いに直面しており巻き込まれている。人はあの問いに無意識であったり

関心を持たなかったり忘れたり無視したからといって、あの問いの外に出られるわけでは

ない。むしろ無意識であったり無視したりすること自体がすでにあの問いに対するその人

                                                 
(2)

 「ありかつない」を主張するヘラクレイトスをやり玉に挙げているが、アリストテレスはヘ
ラクレイトスが言っている通り考えているとは限らない、と慎重な注意書きをして、ヘラクレ
イトス本人とヘラクレイトス一派を区別している（1005b25-26）。 
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なりの一定の応答になってしまっている問いなのである。ヘラクレイトスは眠りもまた生

の一部だと確言している（DK26）。「眠るものも協働者」（DK75,cf.71）である。その点、

言うほどの人生設計をもたないことが人生設計の一つの形であり、特に性格のないことが

無性格という性格になってしまうのと似ている。 

 ソクラテスが「知恵のある美しいヒピアスさん」と呼びかけることで始まったプラトン

の作品『大ヒピアス』で、ヘラクレイトスの言葉が二度引用されていることはよく知られ

ている。それは「猿の中でもっとも美しいものも、人間の種族に比べると醜い」（DK82）、

「人間の中でもっとも知恵があるものも、知恵の点でも美しさの点でもその他あらゆる点

でも、神に比すれば猿に見えるであろう」（DK83）であった。まるであの冒頭の言葉が「知

恵のある美しいお馬さん（ヒッポス）」と響きかねない。外国へ大使として出るし国際的に

も大活躍の評判の知識人ヒピアスの知恵が馬並みという皮肉がプラトンの戦略の一部であ

った(3)。世間の常識が「知恵がある、知恵がない」と言分け線引きして、それで事終われ

りとはまいらぬことを告げている。 

しかしそれはヒピアスを馬呼ばわりして一人喜ぶのとは訳が違う。プラトンはソクラテ

ス自身に無知を我がこととして、猿もどきを自認させもしているからである（「君（ソクラ

テス）はこのように美を知らないでいて、死んでいるより生きている方がよいと思うのか

ね」304e2-3）。そこにあるのは己の知恵に自足するヒピアスとこと変わり、吟味論駁に食

い破られているソクラテスである。超えがたい溝のあった人間と猿が等し並みにされるこ

とになる。 

 われわれはもう一つ有名なヘラクレイトスの言葉の引用場面を知っている。それはアリ

ストテレスが『動物部分論』第 1 巻第 5 章（645a19-24）で紹介したエピソードである。ヘ

ラクレイトスを訪ねてきた人々が見出したのは、台所の竈の側にいるヘラクレイトスであ

る。「戦場と集会」（ホメロス『イリアス』9.440）という公的世界こそ男の領分とし、男子

厨房に入らずのギリシアにあって、こともあろうに竈の側に。驚き躊躇する人々に対し、

「ここにもまた神々はいまし給もう」として、入ってくるように勧めたという。そしてア

リストテレスは動物の頭から足に至るまでの器官と内蔵から、筋肉、骨、血液など「部分」

の分析に着手した。 

「ここにもまた（kai entautha）」ということは、どこにも特異点になるような特別の場所

などはないということである。神聖な場所とそうでない場所という日常の線引きは揺るが

され、そして撤廃される。神殿などはただの箱物である（DK11）。台所が神殿だ。即ち常

住坐臥の日常生活の現場が幾重にも謎を包蔵する神殿なのである。従って翻って言えば、

どんなに偶然な断片部分に見えても、世界にも人生にも無視していい事実などは何もない

ことになる。「ここにもまた」である。ヘラクレイトスが感覚を重視した（DK19,34,55）所

以である。 

                                                 
(3)

 ヒピアスとソクラテスについては、拙稿「鉄の孤独と対話問答法―プラトン『大ヒピアス』
から－」（『ロゴスと深淵』、3-24 頁）参照。 
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 太陽が人生に光と熱を与えるといったが、もし太陽がそれ自身の大きさのままで人間の

現実に出現したらどうか。人間は瞬時に蒸発する以外でない。地上に太陽を、とは原爆で

あった。火は生命の熱の源であるが、同時に生命を殺すところのものである。ヘラクレイ

トスに「（太陽の大きさは）人間の足の幅」（DK3）という断片がある。この断片自身が多

重化された意味層をもつが、その意味の一つは文字通りであって、太陽は実に人間の足ほ

どの大きさでしかないこと(4)。太陽は巨大な灼熱光輝そのものであった。その太陽が人間

の現実にあっては足の幅ほどの小ささであってこそ、人間の現実は人間の現実として成り

立っている。現代の科学は、第三惑星の地球が今よりも少し太陽に近ければ、また少し遠

ければ、生命の可能な水惑星ではなかったであろうことを示している。 

 「コウモリの目が昼の光輝に対するように、われわれのこころの目である理性は万物の

中で本性上もっとも明らかなことに対してある」（Met.993b9-11, cf.Soph.El.183b22-25, 

EN.1178a1-2,Soph.254a10-b1,Leg.897d9）として、真理認識としての哲学の困難をアリスト

テレスは解説している。宇宙全体の重さに釣り合う真理系の無条件な全体という激光に、

われわれ人間の存在も生き方も思考も言語も耐えるようにはできていない。むしろ真理の

激烈な光輝の前では人間は木っ端微塵となる以外ではない(5)。実に太陽は足の幅ほどの大

きさであってこそ、それだけ弱い光であってこそ、人間が生きることのできる現実である。 

譬えは奇異さに聞こえるけれども、135 億年前のビッグバン大爆発の超高温、超高密度

の灼熱光輝が薄く広く拡散し、現在の宇宙になったというに似ている。宇宙全体に普く遍

在している絶対温度 3.5 度の微弱な宇宙背景輻射があのビッグバンの名残であり痕跡であ

る。そのように真理の灼熱光輝は世界に薄く弱く分散して、どこにもその痕跡を残してい

ると言えよう。「ここにもまた」である。そしてそれぞれの地平を設定してその薄い光を取

り纏めることが、各専門分野の知識なのである。アリストテレスはそのように捉え、それ

ぞれの固有地平を設定して分野ごとに専門の学問を構築していった。「万学の祖」たる所以

である。が話はヘラクレイトスである。 

 もしも以上の事情があるとすると、人間の言語にも制約があることになる。どのような

言葉であれ、誰の言葉であれ、「聞け！」と要求するような強い言語があるだろうか。聞く

ことだけで真理を会得することになるような強い言語はあり得るだろうか。しかしすでに

見た通り、真理の激光をそのまま載せうるような強い言語はありない。ヘラクレイトスは

                                                 
(4)

 ヘラクレイトスの生きた紀元前 5 世紀頃、太陽の大きさについては、ペロポネソス半島より
大きいとしたアナクサゴラスの見解が流布し、後にアリストテレスは地球より大きいとした
（cf.Kahn,p.163）。 
(5)

 発表当日、荻原理氏から、アリストテレスは真理認識が困難としたので、不可能とのことで
はないが、という質問があった。もとより人間は capax  infiniti である。色が聞こえないよう
に、能力の種類が違って不可能なのではない（真理は理性の固有対象）。能力の嵩において事実
上不可能なのである。偶然の不可能性ではない。人間の認識は経験からする表象像を不可欠に
する制約（DA431a16-17）による。われわれが把握するのは真理の「部分」である（アリスト
テレスが証言した哲学の創始者タレスの「水」ですべてが始まり、＜即ち＞すべてが終わった、
のではない）。しかし間違いなく「真理の」である。哲学は未知未見の何か全体に向かって探究
の途上にあるのみ。 
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「書き物の道は真っ直ぐで曲がっている」（DK59）と言う(6)。真理をどれほど真っ直ぐ載

せる言葉であっても、それ曲がっている。人間にあるのは弱い言語であり、真理に関わろ

うとするどんな言語も、よくてせいぜい真理の薄片を載せる断片である。真理の弱い光を

薄く宿す言葉、従って影を含む言葉でしかない。 

「デルポイ神殿でその神託を託す主は語りもせず隠しもせず、徴を与える」（DK93）。人

間の生活の中に立ち現れるのは足ほどの小さい太陽であるように、神託を通して語られる

神の言葉は弱く薄い言葉として人間に立ち現れる以外ではない（「語りもせず隠しもせず」）。

確かに神託は神の言葉ではあっても、人間がこれを受け止め、人間の言語に翻訳したもの

である。神が不在になった神の言葉であり、つまり神の言葉の痕跡を宿す人間の言語でし

かない。「徴を与える」である。従って神託として与えられるのは、謎に満ちた言葉であり、

新しく考えることを要求する揺さぶりと刺激であり、人間への挑戦であり、そして人間か

らの応答を求めている言葉である。その実相はソクラテスの神託事件に端的に現れている

（「神はいかなる謎をかけているのだろうか」Apol.21b3）。 

しかしことは神託だけのことではない。真理に関わろうとするどんな言葉でも同じ機構

がある。ソクラテスは短い切れ端言語（smikrologia）で互いの言葉を摺り合わせ吟味検討

する問答法に言葉を委ねたが、他方でヘラクレイトスは人々に聞くことを求めながら、同

時に「聞いても理解しない」と挑戦するような断片を残した。 

ヘラクレイトスが自ら語り始める断片 1 は、それ自体が謎めいている(7)。断片 1 の詳細

な解釈は他に譲るより他ないが、最小限のことを示しておく必要がある。さて断片 1 の冒

頭の一文は tou de logou toud’ eontos aei axunetoi ginontai anthrôpoi kai prosthen ê akousai kai 

akousantes to prôton.である。aei が前にかかるか後にかかるか曖昧である(8)。がしかしその

                                                 
(6)

 写本の違いが目立つ。gnapheon（毛玉を梳くための回転式梳き道具）とするのは DK, Kahn, 

Marcovich, Sweet, Hussey, Curd、廣川、内山など多数。grapheon（書き物）とするのは Kirk, Guthrie, 

Robinson である。後者は説明に成功しているわけではない。前者は梳き道具の回転を巡って反
対の一致があると主張するが、どんな一致か十分語る人はいない。回転しながら真っ直ぐ進む
だけであろう。Robinson は回転運動を「曲がった」と呼ぶことが奇妙としている（p.122）。も
っともな疑問である。さらに梳き道具の「道」が曲がっているということの意味がわからない。
g(k)naphon はヘロドトスの『歴史』I,92,4 で苦痛を与えて死に至らしめる責め具として登場して
いる。Kahn は刑罰に使われた道具なら、不正をして曲がってしまったものを真っ直ぐにする正
義の象徴か、とも言う（p.193）。それならありきたりのことで逆説でもなく、「真っ直ぐで曲が
っている。一つにして同じ」とはならない。カークは「文字を書く行為は、全体の線において
はまっすぐに結合しているが、それぞれの文字のかたちは曲がっている」としている（２４８
頁）。これも平凡なことだろう。むしろ言うとすれば、書き物は主題はまっすぐ首尾一貫し、か
つ筋の展開は文脈、視点、人物、状況、偶然の介入などによって右に左に揺らぎながらある。
そうでなければ同じ句、文が繰り返し登場して金太郎飴になる。哲学は同じことを語るために、
違うことを語るのである。 
(7)

 ヘラクレイトスに書き物があったか、という質問が木原志乃氏からあった。ヘラクレイトス
はギリシアの口誦文化の伝統の中にいる。それでも書き物が全くなかったとは思わない。聞い
ても分からないことは、聞くことだけでは決して分からない。そのために書き物は絶対必要で
あった（cf.Kahn(1983),pp.110-121）。 
(8)前にかけるのは Clemens, Diels・Kranz, Verdenius, Guthrie, Cornford, Sweet。後にかけるのは
Gigon, Marcovich, Natorp, Tannery, Snell, Rheinhardt, Kirk、廣川、内山。両方にかけるのは Robinson, 

Kahn, Burnyeat。 
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曖昧さがヘラクレイトスの logosの両義性を示すことはすでにKahnによって指摘されてい

る。つまりヘラクレイトス自身の言葉と普遍的で永遠神的でさえある世界の構造

（ginomenôn pantôn kata ton logon tonde）である(9)。同じ一つの語 logos がその両義性そのも

のを示すわけだ。 

今、世界全体が成り立つ所以の根源の原理、秩序系として指標される logos を「根言」

と訳しておこう。そしてヘラクレイトスの展開する言葉をヘラクレイトスの「言語モデル」

と呼んでおこう。われわれが日々の生活の中で、そして人生を生きる上で、様々に言葉を

使い活動をしているその言動（epeôn kai ergôn）を記述し分析する（diaireôn hekaston kai 

phrazôn hokôs echei）ための言語モデルであり、それを通して根言を浮き彫りにしようとす

るからである。ヘラクレイトスの目論見は、言語への関わりを新しくすることで、根言ひ

いては真理への関わりを新しくすることである。その言語モデルは、われわれが使うべき

モデルに他ならない。従ってヘラクレイトスが明示的に言ってないことをも語ることにな

る。言うまでもなくその際重要なことは、絶えずテキストに立ち戻りつつ、事の筋目を嗅

ぎ分けることである。 

もとより根言と言語モデルとを訳し分けて事終われりとはならない。あらゆるすべての

根拠を logos としたのも（それを根言と訳すのも）ヘラクレイトスの言語モデルの中で位

置をもつところのことであり、根言も言語モデルもそれぞれが独立して純粋に「根言」で

あったり「言語モデル」であったりするわけではない。断片 1 は、ヘラクレイトスの言葉

（言語モデル）とこれを超えるもの（根言）とが同じ語の logos で表示され、すでに周知

のハイデガーが検出した logos の動詞的原意 Versammelung つまり異なるところのものを

取り集め纏めることを要求している。しかしそれがまた至難であることも間違いない。 

人々は聞いても理解しないものであった。その「理解しない」は axunetoi であり、これ

は a+ xuniêmi のアオリスト形分詞からの合成語であって、Versammelung に連なる bring 

together,set together,come to agreement の否定形の意味である。従ってヘラクレイトスの言葉

の語と語、文と文、断片と断片を摺り合わせ、断片の中そして断片相互の間にある深層と

表層の両面にわたる言の葉の響きを取り纏めること、それが断片１でもすでに要求されて

いるが、一般の人には至難であったのはむしろ当然である（DK51 に ou xuniasin hokôs 

diapheromenon heôutôi homologeei.とある）。同じ言葉なら同じとし、違う言葉なら違うとし

て怪しまず（「弓（toxos=biós）には bíos という名前があるが、その働きは死」DK48）、そ

のように人は見える事実には安心して頼るが、「ものの本性は隠れることを愛し」（DK123）、

従って人は「見えない調和」（DK54）には気づこうともしないからである。むしろ自分の

見知りでないものには犬さながらに、それが自分には見知らぬものであるというただそれ

だけの理由で、吠えつくだろうからである（DK97）。 

                                                 
(9)

 Kahn, pp.97-98. Burnyeat もその指摘をそのまま受け入れ、「常に」の曖昧さが logos の豊かさ
を認めさせることになるとしている（p.8）。logos の二重性については他にも例えば the intelligent 

Law of the universe,and its reasoned statement by Heracleitus (Freeman,p.24n.1);die objective Welt und 

Heraklitus Gedankenwelt(Verdenius,p.91)などがある。 
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こうしてヘラクレイトスの言葉自体が真理の全体性を真っ直ぐそのまま載せうる直説法

の言葉たり得ない。精々間接話法であり、言の端として撒き散らかった断片なのである。

預言者ヘラクレイトスの言葉は「シビラ」（DK92）のごとく狂気じみており、口の滑りで

あって過剰であり、そして同時に不足で余白の多い言の葉にすぎない。確かに「語りもせ

ず、隠しもせず、徴を与える」神託と似ている(10)。  

 

 

二 

 

ヘラクレイトスは共通なものに従って生きることを強調して、私的個人的なことを退け

ている（「だから共通なものに従わなければならない(11)。｛すなわち普遍共通なものに。普

遍共通なものは共通なるものであるから。｝ところが根言が共通であるのに、多くの人々は

まるで自分が自分だけの思慮をもっているかのように生きている。」DK2）。どこからも死

角なく明瞭に立ち現れ、誰にも共通に開かれていることを存在と理解したのがギリシア人

の存在経験であった。一人高所に棲み、見知らぬよそ者が来ると呑み込んでしまうキュク

ロプスは、自分だけの目でしか見ない「一つ目巨人」であって、法も正義もないその生き

方をギリシア人は野蛮と呼んだのである。 

さて人が自分一人になるのは眠るときである。「目覚めているときは一つの共通の世界が

あるが、眠っているものは一人一人（hekaston）が自分だけの世界に逃げ戻っている」（DK89）。

起きていてあれこれの生活行動をすることから離れて眠りに入れば、人は人々共通の世界

から退行して自分一人の閉鎖完結系の世界になる。夢では、こころに想うこと＝存在、と

の原理が働いている（DK73）。あたかも神のごとく、思考が即ち存在なのである。しかし

神でないことはやがて明らかになる。ああ、あれは夢か。 

しかし夢中では、想いを自分以外のものからチェックする機構がない。すべて想い＝存

在なのである。夢で何を想うにしろ、それはすべて本当のこととして実在性をもつことに

なる。それは当の個人の夢世界の中だけのことであることは言うまでもない。しかし「す

べて本当のこと」とは真偽の区別が消えるということであり、同時に実在性も消えるとい

うことである。夢は仮装された実在性である。 

                                                 
(10)

 ヘラクレイトスの言葉に神託と同じ性格を見ようとするのは、Guthrie（p.419）, Hölscher

（pp.230-238）である。なお Hölscher はヘラクレイトスが直面していたものを、クレメンスか
ら取った open secret と性格づけている。 
(11)

 「従わなければならない」の dei はより上位のものの命令に従う意味で、それを守る当事者
の利益、関心を考慮しないで受動的に従うことを要求して、外から強制力をもって迫るのであ
る。それに対して chrê（cf. DK35,43,44,80,114）は自分の関心、利益に照らして、という主観的
な要素も含まれ、自分から進んでそうするのがよい、正しい、もっともだ、と納得して従う「べ
し」である（Mourelatos, p.277-8）。パルメニデスでは必然性と説得の融合した chrê こそが主旋
律となっている（cf.Fr.6）。圧倒的な真理体験を受けて、これを改めて「探究の道」に転位した
のがパルメニデスであった。他方、火の哲学者ヘラクレイトスは俗流世界を焼き尽くして迫る
絶対の掟を表現している。 



60 山本 巍 

 

 快楽は生の充実かその徴である。そして人間は生の充実を求めるから、快楽をも求める

ことになる。その快楽は「一種の全体」（EN,1174b14）であり、その自己完結全体性が自

己満足の陶酔をもたらす。そしてその自己陶酔の故に、永遠を夢見ることになる。快楽は

人をして「このままずっと」と釘付けにする罠である（ファウスト博士が「時よ止まれ、

お前は実に美しい」と言ったように）。生きるのはほんの束の間だという人間の脆弱さを忘

れさせるからである。しかしこの永遠の自己陶酔を夢見る快楽は、生の充実の反対の死で

あった。「死の神ハデスと快楽の神ディオニュッソスは同一である」（DK15,cf.48）。酒の酔

いに似て（酒はこの世の魅力の象徴(12)）、まことに快楽の忘我境は自己を失うのである。

ヘラクレイトスはそれを「こころが湿る」とも「こころが水になる」ともいい、それを死

と表現していた（DK36,77）。 

 生の充実のもう一つの場面は願望である。人は衣食住のことから社会生活上のこと、人

生上のことまで色々なものを何かと望む。そしてそれを実現しようと努力する。何を望む

か、何を願うかということを見れば、その人がどのような人であるかが分かろう。 

ここに自分の望みがすべて実現するものがいる。それは赤ん坊。赤ちゃんはその望むと

ころをすべて親が叶えるからである。つまり望み＝存在、の原理の実現である。赤ん坊だ

けではない。独裁者もまたそうである。独裁者もこの原理を実現する一即全、全即一

（DK50:hen panta einai）の体現者である。そして人は誰でもこころの中に独裁者を抱えて

いる。我がこころの望みのままになればいいのに、と思うからである。しかしヘラクレイ

トスは吼える、「自分が望むことが何でも人間に生じることはより良いことではない」

（DK110）(13)と。 

 もし自分のこころの望みのままにたちまちに実現するとなれば、三つのものを失うこと

になる。第一に望み自身が空転して消えていく。望みはこれを超え、これを阻み否定しよ

うとするものがあって、初めて望みである。望みという言葉はこれに反対するもの（失望、

期待外れのこと）の可能性ある文脈でこそ使われるからである。歩くと語ることが意味を

持つのは、立ったり走ったり寝たりすることが可能な文脈でのことである。ヘラクレイト

スが立てた「反対対立の一致」と巷間言われることである（後述）。 

 第二に自己を失う。世界を認識することは、知ろうとする自己がその自己を超える世界

と対決する要素を含む限り、世界を知るとともに自己を知る一様式になる以外ではない。

自分で自身の無知を克服しようとするからである（ここで人はアリストテレス『形而上学』

冒頭第一行目の意義を想起するであろう）。そのように望みを実現しようとして自己は世界

と対立し、これが対決という様相をもつ限り、望みは自己を知る契機となるものであるが、

望み即実現となれば、「を超えるもの」が消えていくことで自己も失うことになる。何でも

                                                 
(12)

 酒とエロスと暴力と芸術と哲学が分離しながら結びつき、結びながら分離する劇的対話を
描き得たのは、芸術的才能を駆使したプラトン『饗宴』の功績である。 
(13)

 Kahn はデロス島の碑文「もっとも立派なのはもっとも正しいこと、もっとも良いのは健康、
しかしもっとも甘やかなのは自分の愛するものを手に入れること」という当時の人馴染みの考
えに対するヘラクレイトスの批判と解している（p.182）。 
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自分の望みのままになる若殿様が、どんなことにも意味を見出せないで憂鬱症になったり

感情を一気に爆発させたりする物語は多い。しかし赤ん坊は、やがて自分の望みのままで

はないことを知り始める。母親は自分の母親だけではなく他の子供の母親でもあり、父親

の妻でもあり、自分の仕事をするものでもあり、と薄明のうちに気づき始め、自立への小

さな一歩を始めるのである。成長とは生まれ故郷の喪失という要素をもつ。 

 第三に世界を失う。もし自分のこころの望みがそのまますべて実現し存在することにな

るとすれば、世界は自分の望みを実現する世界、自分の望みの器としてだけの世界になる。

その固有の秩序と構造と法則をもつ実在性ある世界は消える。未知未見のことはなく、新

しいことも何もない。自分のこころの望みから始まり、こころの望みの実現で終わる循環

なのである。つまりこころで始まりこころで終わる閉鎖完結系であって、世界それ自体の

余地はない。そのいみで世界は純粋に「わたしの世界」となる以外ではない。そして「円

周上では始めと終わりは共通である」（DK103）。ミダス王は望み通り触れるものすべてが

金になった。何でも金だ。そして金でしかなかった。世界としての世界は消えたのである

(14)。自慰行為が自分の望み即実現でありながら、世界を喪失するのと同様である(15)。 

 

 

三 

 

 ヘラクレイトスは根言の共通性を強調して（DK2）、目覚めた人たちには一つの共通な世

界があるとしたし、また「理性をもって（xun noôi）語ろうとするなら、国が法律にそう

するようにまたそれ以上いっそう強く（ischuroterôs）、すべてのものに共通なものに（xunôi）

堅く留まらなければならない（ischurizesthai）」（DK114）とした。「共通なもの」は国家・

法、そして社会での共通性、公共性に写像具現化している。しかしそれに尽きるのではな

く、むしろ逆の面もある。ヘラクレイトスは数を頼りの多くの人々の信念、社会通念を根

拠にしたのではない。むしろ狭きを譲るまいとしている（「最善の人であれば、一人でもわ

たしには一万人に当たる」（DK49））。 

 実際ヘラクレイトスは自分の町、エペソスの人々を口を極めて非難している。曰く、「エ

ペソスの大人たちは皆首を吊り、その町を若者に譲り渡すのが相応しい。彼らは自分たち

の中でもっとも有益な（onêistos）男ヘルモドロスを次のように言って追放したからだ。わ

れわれの中にもっとも有益な人は一人もいないようにしよう。もしいるなら、別の場所で

別の人々と一緒にいればよい、と」（DK121）。「われわれ」の自己同一性（self-identity）は

ある集団への機械的情緒的帰属意識である。その集団はその都度の文脈ごとに大小多様に

成り立ち、ad hoc な「われわれ」は子供の遊び友達だったり、学校や会社、学会メンバー

                                                 
(14)

 ヒピアスが自分の力で何でも望み通りになると豪語する家（oikia）の人、経済（economy）
の人であることは、前掲拙稿「鉄の孤独と対話問答法」8-9 頁参照。 
(15)

 こころの働きはヘラクレイトスにソクラテスに先駆ける理解があるが、別に譲らなければ
ならない（拙稿 Truth and Soul in Heraclitus 参照）。 
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の「われわれ」や日本人の「われわれ」だったりする。もっと漠然と社会全般の「みんな」

や「人々」である。そしてグループ連帯、クラブ倫理が幅をきかすことになる。そういう

「われわれ」の中では卓越した人、優れて有益な人でも普通の基準に合わないという事実

だけが際立って見えることになる。「われわれ」とは違うという事実にのみ目がいくことに

なる(16)。それだけ「われわれ」には見知らぬ異様な人に見え、不安になる。「われわれ」

の安全と安定を揺るがすものは自分たちの安全圏から外に排除する。いなくなってくれれ

ばいい。犬のごとく吠えつくわけだ。実にこれは情緒的な反応であり、かつ ad hoc な文脈

なりに筋道だった機械的反応である。自己保存は生命の本能であった。 

 大衆は真面目で正義感も強いが、一つ一つを言分けて吟味と検討を尽くすことのできな

いものであり、情緒的感情によって動く動物である。感情はそれ自体が結論の完結系であ

る。好きだ嫌いだ、腹が立つ、悔しい、許し難い、と感情は最初から結論が出ている。結

論が出ているのだから考える必要はない。あるのは行動だけである。こうして感情は行動

に直結する。大衆が抱くのは正義の理解ではなく、正義感情なのである。そしてそれが罠

になる。ソクラテスはその裁判の中で、大衆のこうした特性を実際の事件に言及して示し

ていた（Apol.32a-c）。更には当の裁判自体が、真面目で正義感の強い青年メレトスによっ

て起こされたのである。そのメレトスは老獪ソクラテスとの言葉による問答にまともにつ

いていけず、真剣さも正義感もこころの逸りだけの上滑りのものであることを露呈して、

「君はアメレトスな人だね」と皮肉られること（25c3）、周知の事実であろう。しかしソク

ラテス非難の根は、アテネ社会の、そしてどこにもあるグループ連帯、クラブ倫理である

ことを指摘している（28a8-b2）。 

 あのエペソスの人々は、ヘルモドロスには自分たちを凌駕することが何かあり、自分た

ちには見えない未知のことがあるなら、それが何であるかを考えるべきであったのに、そ

の前に情緒的に機械的に反応した。そうした情緒的反応は本来は成熟しない青年のそれで

ある。大人と若者が逆転する。 

 国家、社会を成り立たせているのは、何よりも社会的事実であり、社会の抱く見解、想

い（doxa, dokos）である。常識や習慣、伝統もそれぞれ社会に中で形成され維持され固め

られてきた事実であるが、それは人々の意見であり行動様式の見解であって、人々の言語

で作り上げられたものに他ならない。台所は女のいる場所だという事実は、人々の共有し

てきた見解である。言語了解が変われば、社会の事実も常識も変わる。そして選挙は民意

を問うことである。その結果は新しい法律となって人々をその支配下におくことになる。

こうして社会が社会として成り立っているのは、「われわれ」が「みんな一緒に」共有して

いる信念系あればこそである。人はそれぞれ個人として違う家庭環境と歴史、違う素質と

能力、違う理想と願いと人生設計をもっているのに、まるでそんな違いを消してつるつる

                                                 
(16)

 エペソスの人々はヘルモドロスの onê（有益）という事実には注意を向けず、ただ－istos（も
っとも）ということ、つまり他の人を凌駕するという事実にのみ関心を向けた、としたのは
Marcovich の卓見である（p.542）。しかし不思議に、この断片は哲学的な内容は何もない、ただ
ヘラクレイトスの政治思想を代表するという（p.541）。文献学者に哲学は無理である。 
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した「われわれ」にして共有する想いの系が社会を社会としている。社会 society とはそう

した信念系を共有する socio ことからである。そこに支配的であるのがグループ連帯とグ

ループ倫理である所以がある。 

 しかしすでに見たエペソスの人々に対するが如く、ヘラクレイトスは人々の見解、想い

には手厳しい。「もっとも評判の人（dokimôtatos）は想い（dokeonta）を知って護るだけ」

（DK28）。名誉、評判とは人々の想いが作っているものに他ならない。大衆の代表者たる

政治家は大衆の想いの代弁者なのである。従って政治家の栄光（doxa）は大衆の意見（doxa）

が作り上げたものである。 

 「太陽は人間の足の幅」。太陽は誰にも足の幅に見える。われわれみんなに共通した立ち

現れである。足の幅に見えなかったら目の具合いが悪いのである。しかし太陽が足の幅の

大きさであるわけではない。水の中の箸が誰にも曲がって見えるように、正常な錯視であ

る。従って人類が共有する想い、見解でもあってもなお私的意見である。ローマ人は帝国

が永遠であると想っただろうが、たった 500 年である。ガリレオ以前の人類はみな天動説

を奉じていた。地球は悠久の大地だと誰もがしてきた見解が俄に疑わしくなったのは 20

世紀末からの地球環境問題である。従ってどのようなこころの想いからする意見が共通普

遍的であっても、人類全体に共通しても、それでも自分たち固有の私的思慮の産物、ここ

ろの思い描きである。実に「想い込みは子供の玩具」（DK70）。人類社会共通のことを公共

性と呼ぶならば、超公共性にかかる何か、「を超えるもの」こそがヘラクレイトスが根言に

託したところの眼目だったのである（「法律よりもいっそう強く」）。 

 

 

四 

 

 「同じ川に入る同じ人に、違う水が次々と流れくる」（DK12）という「川」断片は、ヘ

ラクレイトスのとしてもっとも有名であり(17)、かつ万物流転説からその否定までもっとも

解釈が分かれている。世界全体の原始流動というプラトン、アリストテレス（そしてクラ

テュロス）の極端な流転説に対しては、現在は概ね反対の方向の解釈が多数派である

（Kirk,Barnes,Hussey,Moravsick,Kahn など）。趣旨は川の持続同一性と水の変化とは矛盾せ

ず、むしろ前者は後者を前提することにある。アリストテレス風に言えば、質料面の構成

は変化して、しかし形相面の統一が保持されることにある(18)。しかしそれではまだ話半分

である。 

 川の水が流れなければ、それは川ではなく、沼か湿地であろう。川があるということは

水が流れるということに他ならない。しかしその流れが急速に変化したらどうか。多摩川

                                                 
(17)

 川の流れに関するヘラクレイトスの考えを示す古代の資料はプラトンを初めとして 37 もあ
る、と Marcovich は網羅的に紹介している（p.207）。幾層にもわたる伝承の流れがある。 
(18)

 Kahn, p.168. 
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は東京と神奈川の県境を流れているが、もしもその水が東京を縦断して埼玉県に流れてい

ったとすればどうか。もしその流れの変化が 20 年くらいかけて十分ゆっくり起きたとすれ

ば、その間に同一性の推移律が効いて「同じ川、多摩川」だと言うだろう。そして多摩川

も昔は神奈川の方を流れていたな、と言うだろう。しかしもしも（地殻変動などで）水の

流れの変化が急激に起きたとすれば、もう同じ川ではない、違う川があるとして、新しい

名前を付けるであろう。どれだけの流れの変化の場合に、同じ川でない、あるいは同じ川

であるとする線引きの規則などはない。ある限度、尺度を超えて急激な流れの変化があれ

ば、同じ川でない、違う川であるとするだけであり、何かそういう限度、尺度があるとい

うことだけは間違いない(19)（「太陽は則を超えず」DK94）。その尺度を予め言うことはで

きない。川幅2メートルくらいの川が急激に20メートルにもなる流れとなってしまっては、

同じ川だとは言うまいこと、同断である。ここでもある尺度に沿って川の存在、そして同

異について語る方式である。「川」断片は川（そして一般のもの(20)）の存在の意味そして

同異の意味についての断片なのである(21)。 

そこで明らかなことは、川がある（同じ川である）とは、川「がある、とする」という

ことである。川がない（違う川である）とは、川「がない、とする」ということである。

「とする」のは誰か。われわれ人間である。われわれが「がある、とする」以外ではない。

人間の世界に「がある、とする」ということであり、存在は人間化機構を担ったものの他

ならない。存在は事実として与えられることでも自然に生まれてくることでも決してなく、

われわれ人間が同異を測りながら「ある、とする」ことにある。 

さて存在と非存在、同と異、静と動がそれぞれ区別されながら結びついていることは、

他の反対対立についてもいえる。正義と不正、昼と夜、夏と冬、健康と病気、上と下など

は反対である。反対項は互いに異なって両立不能ではあるが、常識が思うように結びつか

ないのではない。ヘラクレイトスが発見したのは、むしろ反対項はある尺度を媒介にして

互いに結びつくこと抜きでは無意味になるということだった（DK23,57,111）。健康である

（健康がある）と語ることができるのは、病気である（病気がある）と語ることのできる

文脈である。夏を語ることが意味をもつのも、冬を語ることが意味をもつ場合のことであ

る。常夏の国の人には、「常夏」も「夏」も有意味に使う文脈が生活の中になく、従って常

夏は自分たちの現実のことではない。つまり常夏はどこにもない。あって精々外国からの

                                                 
(19)

 Kirk は hetera kai hetera が流れの規則正しさを表現しているとする（p.387）。 
(20)

 一晩で変わるジキルとハイドを同じ人と言うかどうか、同じ人の異なる人格と言うかどう
か、まだ問題は多い。キリスト教徒を迫害していたユダヤ青年サウロは三日間の暗黒の後熱心
なキリスト教徒になった。同じ人間だろうか。パウロと名が変わったのだが。断片後半のここ
ろ論について、ヘラクレイトスのものかとの質問が木原志乃氏、近藤智彦氏からあったが、そ
のままではヘラクレイトス自身のものとは思わない。DK36,77,117,118 にこころの乾燥・湿りを
ヘラクレイトスが記述しているので、混在したのだろう。ヘラクレイトスの川論（cf.DK49a）
とゼノンのこころ論を比較したのは、そもそもゼノン自身（Bywater, Burnet, Gigon）かクレア
ンテス（Kirk）か分からない。こころと人間の同一性は別途考察する以外にない（註 15 参照）。 
(21)

 Marcovich は「同じ川と違う水」という同異の一致をいう（p.213）。あまりに単純すぎる。「川」
断片を存在と同一性がどのように結びつくか、の問題提起としたのは Rhees, pp.31-43。 
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情報によって初めて、「夏」という言葉を知り、そして初めて自分の国を常夏「である、と

する」。もともと常夏という言葉を使うのは、夏も冬もある地方の人である。 

言葉の働きは何よりも事の筋目（尺度）にそって言分け事分けることにある。しかしそ

れは言挙げするに値する文脈でのことである。常夏の国では夏は言挙げすることが意味を

もたなかった。事分ける文脈がないからである。言葉が自分たちの現実を近みの現実とし

て言挙げ、「我が事」として事成らしめるのである。先に見た如く、己がこころの望みが即

ち実現する理想郷が喪失郷であったように、思えばエデンの園の住人は自分たちがどこに

おり、そして自分たちが何であるかを知らなかった。失楽園は人間が人間になるために避

けがたかったのである。「病気が健康を甘く善いものにする」（DK111）。 

 以上のことから分かるように、われわれ人間が人間の言葉（logos）によって、「ある、

とする」のであり、事実を事実とする。そのいみで言即事である。言葉によってわれわれ

は世界を人間の世界にする。言葉は何よりも人間化機構の本質である。しかしそれで話は

終わらない。 

 

 

五 

 

 その人間化機構と同時にこれを超えるものを告げる断片がある。「神：昼夜、冬夏、戦争

平和、満腹飢餓。がしかし変化する、香料に混ぜられた時にそれぞれのもたらす快楽

（hêdonê）(22)に従って名付けられるように」（DK67）。前半は動詞・述語がない。後半は主

語がない。ずたずたになったかのように見え、テキストの校異上も内容上も十分難解で、

Kirk は 18 頁にわたる注釈をしている。それなりに意味はあるが、しかし核心は次のこと

にある。断片の後半は言分け事分ける人間化機構に関するものである。香木が火に燃やさ

れると、その香りのもたらす快楽に従って乳香とか沈香などと名前が付けられる。そうし

た機構が世界現成に働いている。そしてそれを超える：神。 

 もしもわれわれ人間が水を全く必要としないで生きられるとすれば、つまり水とは関係

ない生活ができるとすれば（氾濫も起きないとすれば）、水が次々流れてくる川と 流れの

ない沼とを区別することがなかったろう。川がある、沼があるなどと言うことがないであ

ろうし、川、沼という言葉をもたなかったであろう。川、沼を自分たちの現実のこととし

て事成らしめる必要がそもそもないからである。川を言分け、事成らしめて、川の存在を

事実とするのは、われわれが水、川にある関心をもち気遣うことによる。魚をさして食べ

ない民族にとっては、魚は大きい魚、小さい魚しかないであろうが、魚が重要な食べ物で

ある日本人は、鯛、鰤、秋刀魚、鰯といった魚の分類語をもっている。魚に対してわれわ

                                                 
(22)

 この hêdonê は古いテクニカルな意味の「香り、匂い」と訳されることが多い（DK, Kirk, 

Marcovich, Conche, Bollack & Wismann）。文字通り「快楽」とするのは Kahn, Sweet。特にその両
方とするのは Goldin（p.572）である。 
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れ日本人が抱く強くまた細かい関心と快楽に対応して魚が「変わる」、つまり分類されるこ

とになる。われわれ日本人が、鯛がある、とし、これは秋刀魚でない、鰯だと事分けてい

る。人間は生きるに光と熱を必要とする故、その人間の条件に直結する昼と夜、冬と夏の

事分けが生活そのものの一部をなしている。それに対してロバにとっては黄金の使い道が

ないから、黄金に対する関心も満足もなく、従ってロバの生活世界（ロバの小世界）には、

黄金があるかないかは問題とならない（「ロバは黄金より稲藁を好む」DK9）。 

昼夜、冬夏、戦争平和、満腹飢餓もその他の反対対も、われわれ人間の気遣いと快楽

（hêdonê）に答える共鳴点があるから、われわれが言分けつつ「ある、とする」のであり、

現実のこととして事成らしめる以外ではない。つまりわれわれ人間の世界の＜こと＞とす

る事実構成として人間化機構が作動している。事は言葉を介してこころに呼応する。繰り

返すが、それは個人が主観的な気紛れで決定するということではない。どんな事もそれぞ

れにある限度、尺度（logos）に従って異同を測りつつ「がある、とする」事成りだからで

ある。 

そうだからこそ世界を考察することはこころを洞察することであり、またその逆でもあ

る。ヘラクレイトスは人間中心主義でも自己中心主義でもなかった。一つ一つのことが、

そしてすべてのことがそれによって成り立つ根言（DK1）、「共通なるもの」をこそ核心に

置いていたのである（DK2,114）。それにもかかわらず「我は我自らを探究せり」という断

片が端的に示すように、ヘラクレイトスは人間の目で、自己の目であらゆることを見ない

ではいなかった（ego diêgeumai.DK1,cf.101）。ヘラクレイトスの関心は宇宙に位置する人間

の位置と存在条件と生き方である。中心でありながら、周辺。周辺でありながら、中心。

これが解きがたい人間の謎である。「ここにもまた」である。 

Kahn が指摘したように(23)、断片の前半と後半は構文が違って連続してない。確かに切

断面があり、小辞 de（がしかし）もそれを示している。その前半は、「神：昼夜、冬夏、

戦争平和、満腹飢餓」。言分けによる事実構成は、例えば昼「か」夜であり、事実として昼

と夜がそれぞれあって、両方取り纏めると、昼「と」夜である。しかし Conche がここで

は昼と夜が「と（et）」で結ばれてないと指示しているが(24)、正鵠を射ている。しかしその

意味は次のことにある。ここの反対対はそれぞれ言分けによる事実化以前の姿を示してい

る。われわれの現実は昼か夜でしかないが、ここで指標されているのは昼「か」夜でもな

く、昼「と」夜でもなく、「昼夜」である。即ち全体としての「昼夜」、あるいは昼夜を貫

く全体である。がその意味は何か。 

いまは昼だ、いまは夜だ、と言分け、その事成った事実の安定に乗って振る舞うのが日

常生活である。事実を処理するだけならそれでよい。しかし人生はそれだけだったろうか。

ヘラクレイトスが繰り返したように、昼に目覚めていながら眠っているとしたらどうか。

ソクラテスはアテネが図体の大きな馬であってすぐ眠り込むので、これを刺激するために

                                                 
(23)

 Kahn, p.277. 
(24)

 Conche, p.383. 
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神によって付けられたアブだ、と自己を理解していた（Apol.30e）。社会的名声や威信、金

あるいは順調な自分の計画が自分自身を照らしていると思っている人は、太陽なくば、千

の星をもってしても夜だということを忘れているだけであろう（DK99）。罪を犯した人間

を昼の世界から放逐して、夜の棲まいに置くことで一件落着になるかどうか。お天道様の

下を歩けない、と嘆くものは、夜の世界にしか生きられないのかどうか。昼の光は差さな

いのだろうか（「決して沈まないものをどうして逃れられるだろうか」DK16）。 

戦争の直中で人は平和を願い求めるが、といって平和が実現すれば一件落着というわけ

ではあるまい。戦争「か」平和と言われれば、平和がいいに決まっているが、それだけで

は月並みな話だ。その実現した平和は戦争中の悲しみ、苦しみの現実を埋め合わせるだろ

うか、という問いが残るからである（死後の天国極楽物語が心さそう幻想である所以であ

る）。開口した傷を残したままの平和であろう。穴埋めなどおよそ効かないのである。それ

が戦争「か」平和ということである。それとも戦争がなかったかの如く忘れたり切り詰め

たりの平和である。それでは薄く浅い事実だけの平和でしかないことになる。事実として

は両立しない戦争と平和を貫く全体を問わなくてよいのだろうか。そして神とは全体を（世

界の？存在の？人間の？自己の？）語ろうとし問おうとする時、登場する言葉に他ならな

い。 

ことは冬夏でも満腹飢餓でもその他の反対対でも同じである。昼夜以下の四つの反対の

対は自然のことと社会のことを含む象徴であって、上下、清濁、健康病気、正不正、善悪、

美醜、男女、老若、勝敗、生死などあらゆるすべての反対対を含んでいる。そして反対対

立はわれわれの現実のあらゆるところに位置を占めている。 

反対項の内の一つということは部分ということである。片方を欠く部分だ。戦争であれ

ば平和を欠き、老年であれば若さを欠く。反対項のどちらか一方が見える事実となって顕

現化している現実に直面し、偶然とも見えるその片割れ部分において(moria>moira)、反対

対立を貫く＜全体＞を問わせるのが神である。逆のベクトルで言えば、対立拮抗して決し

て両立しない反対項が事分けられて片割れ部分の現実となるモイラ脈絡において、神もま

た＜全体＞として探究される以外ではない。そこを離れたところで求めても意味がない。

「ここにもまた」である。満腹飢餓であれば、砂漠で飢えたイエスが受けた悪魔の試みが

神を探究する現場を示している。そして生と死。われわれのもっとも切迫した気遣いと快

楽は生死をめぐっている。あの四つの反対対そしてすべての反対対は生死を遠く近く彩る

諸側面である。われわれの現実の＜こと＞はみな、生死の振動を湛えている。 

いま反対対の全体を≪≫で括れば、神：≪昼夜≫≪冬夏≫≪戦争平和≫≪満腹飢餓≫。 

そしてあらゆる反対の対≪ｍｎ≫の全系列、つまり無限の全体である。その無限の全体は、

われわれの関心と快楽に即して浮き彫りになる特定のｍとｎの反対項の、片方のみが顕在

化する現実脈絡において、無限の深淵から≪ｍｎ≫という一つの全体にいわば局在化して

いる。しかしどんな≪ｍｎ≫も根本に生死をおいているように、その本来は無限の全体な

のである。ヘラクレイトスは動詞も述語もなく（従って主語もなく）、言葉の伝達性を放り
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出して、ただ ho theos hêmerê euphronê, cheimôn theros, polemos eirênê, koros limos.と書くのみ

であった。言葉の破れにおいて、無限の深淵と言割りの事実の表裏を透かし彫りにするだ

けであった。そしてそれに即応するが如く、ヘラクレイトスは「あらゆる道を行ってどこ

まで進んでも、こころの限界を発見することはあるまい。それほど深いロゴスがある」

（DK45）と付け加えることを忘れなかった。となれば神もこころも、絶えず新しい言語モ

デルを試みる以外に探究の道もないことになる(25)。神も自己も未知未見の探究の言葉の上

にある。 

われわれの生の現実の＜こと＞は最小でも最大の謎に触れている（DK17）。世界に真理

の微光が薄く拡散していたが、現実の＜こと＞は＜こと＞として自己完結しておらず、相

変わらず謎であり、問いかけであり、対話への招きであり、呼びかけへの応答を要求する

ところの光と影の振動である。「もしも（火によって）すべてが煙になれば、鼻が嗅ぎ分け

たであろう」（DK7）。 

ヘラクレイトスの哲学の核心は、「わたしにではなく根言に聞いて、すべては一つ（hen 

panta einai）、と根言と共に同意して言うこと（homologein）が知恵」（DK50）にある。し

かしその「すべては一」とは頓悟ではない。独裁者のような、赤ん坊のような気紛れで甘

えたこころの望みのまま実現することを要求する一即全、全即一ではない。こころの望み

を先立てると、むしろ眼目のことを失うのであった。「すべては一」は自己にあっては運命

の現場を指標する。どんなにバラバラな断片事実の偶然の乱舞に見えようとも、時には言

葉にもならない苛烈な運命の強襲にあっても、「ぶちまけたがらくたの山」が緊密不可分な

全体の「美しい宇宙秩序（kosmos）」（DK124）の痕跡なのである。 

ヘラクレイトスは「神にはすべて美しい」（DK102）という(26)。事実としてすべてが美

しいことはあり得ない。ナンデモアリの世界にあってそんなに脳天気にはなれない。幾多

の醜くさ、不正、悪に染まって逃れられないのが自己と人間の現実であり、世界の過酷な

悲惨は絶えることがない。あの「すべては美しい」を事実として要求することは、自ら神

たらんとしたいヒュブリスである。人間にただ可能なのは痕跡の臭い、予感だけである。

永遠を夢見る自己陶酔とこと変わって、不安の内に目覚めた、しかし信頼に満ちた精神を

ヘラクレイトスは「乾いたこころ」と呼んでいた。芭蕉は「赤々と日はつれなくも秋の風」

と歌ったが、やはり人生の達人であった(27)。 
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