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退屈、技術、故郷――なぜ退屈が根本気分として選ばれたのか  

渡邉京一郎  

 

はじめに  

20 世紀を代表する哲学者マルティン・ハイデガーは、生涯にわたって存在

の問いを探究したことで知られている。ハイデガーは多様な観点から、存在

の問いへと接近していく。主著『存在と時間』においては、「私たち自身がそ

のつどそれであり、とりわけ問うという存在可能性を有する」1 現存在が探究

の出発点となる。私たち現存在は、日常的にさまざまな気分にさらされてお

り、その中でも「不安」という気分によって、存在の問いへと引き戻される

という。このように際立たせられた不安には、「根本気分」ないしは「根本情

態性」という表現が用いられることとなる。  

根本気分は不安だけなのだろうか。そんなことはない。『存在と時間』の二

年後に行われた講演「形而上学とは何か」においては、「退屈」という気分が

姿を現わす。そこでわずかに見え隠れしたにすぎない退屈は、同年に行われ

た講義『形而上学の根本諸概念』（以下、『根本諸概念』と表記する）におい

て、不安の位置に完全に取って代わる。退屈もまた、私たちを存在の問いへ

と誘う根本気分なのである。  

本論稿で扱いたい問いは、なぜ退屈が根本気分として選ばれたのか
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、とい

うものである。退屈と言われると、私たちの多くは否定的な印象を抱くに違

いない。それゆえ、退屈が私たちの根本気分、くだいて言えば私たちにとっ

てもっとも重要な気分であるとは、にわかには信じがたい。こうした考えを

払拭し、ハイデガーがこの気分を選んだ根拠を示すこと、そのうえで退屈に

ポジティヴな可能性を与えることはできないだろうか。  

本論稿は以下の手順で進む。第一節では、ハイデガーの関心が不安から退

屈へと転回した、その事実を辿っていく。上に記したように、『存在と時間』

執筆から二年の後に、ハイデガーの関心は退屈に移っていく。私たちを存在

の問いへと連れ戻す不安は、退屈とどのような関係にあるのだろうか。  

第二節では、『根本諸概念』の中で、退屈の選ばれた理由を探ってみたい。

そこでは技術と郷愁という、二つの要素が取り出される。例えば『根本諸概

念』の冒頭では、次のようなノヴァーリスの一文が引かれている。すなわち

「哲学とはほんらい郷愁であり、いたるところで家にいたいと思う一つの衝

動である」2。國分によれば、ハイデガーはこの定義が選ばれた理由を論じて

おらず、「その意味ではハイデッガーの議論の仕方は恣意的である」（『暇と退

屈の倫理学【増補新版】』207 頁）。しかしながら、まさにここで言われた「郷
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愁」が退屈と深く関わるのではないか、ということが、本節で主張を試みる

点である。  

第三節では、第二節の点を踏まえつつ、ハイデガーにおける退屈の位置を

見定めたい。その際、『根本諸概念』から 30 年以上も経って行われた講演、

「メスキルヒ 700 年」に当たってみよう。というのも、本講演においては、

退屈、技術、故郷という三つの要素が相互に絡み合っている、ということが

主張されるからだ。ここにおいて冒頭に挙げた問い、なぜ退屈が根本気分と

して選ばれたのか、に一つの応答を試みることとなるだろう。  

 

1．不安から退屈への転回  

そもそも、ハイデガーにとって気分、ないし情態性は次のように定義づけ

られる。  

 

私たちが存在論的に
．．．．．

情態性という名称で暗示するものは、存在的には
．．．．．

も

っともよく知られた日常的なものである。すなわち、気分とか、気分づ

けられていることなのである。（ SZ, S. 134）  

 

「情態性（Befindlichkeit）」という言葉を用いつつ、ハイデガーが着目する

のは、私たちにとって極めて日常的な出来事である。つまり、私たちがつね

に何らかの気分にさらされている、ということなのだ。例えば、受験をかい

くぐって第一志望に合格したとき、私たちは喜ぶ。一人暮らしで家族のこと

を思い出すとき、私たちは悲しむ。友達が傷つけられたとき、私たちは怒る。

このように考えてみると、たしかに、気分は私たちにとってもっとも身近な

現象の一つであると言えるだろう。  

 一口に気分と言っても、上で挙げたように、その種類はさまざまである。

『存在と時間』においてハイデガーが選び出す気分は、「恐れ」と「不安」で

ある。その中でも不安は、「根本気分」や「根本情態性」という肩書きが与え

られる。不安は、喜びや悲しみや怒りといった他の気分と、どのような点で

異なるというのだろうか 3。  

 議論を辿りやすくするために、私たちが不安を感じる日常的な場面を考え

てみよう。次のような例はどうだろうか。コンサートの演奏順が迫った舞台

袖で、上手く演奏できるか考えたとき、私たちは不安である。  

 こうした不安の例において、ハイデガーは次のように応答する。私たちを

「脅かしつつあるものはどこにもない
．．．．．．

」（ SZ, S. 186）のだ、と。つまり、不
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安の対象は、世界のこことかあそこに位置づけられるような存在者ではない。

先に挙げたコンサートの例では、まさにこのコンサートという出来事が、私

たちを脅かしつつある。コンサート本番が近づくにつれて、私たちは上手く

演奏できるかどうか、そうしたことを気にしてしまう。しかしながら、ハイ

デガーによれば、ここで生じているのは不安ではなく、恐れである。恐れに

おいて私たちが恐れる対象は、「そのときどきに世界内部的に出会われるも

の」（SZ, S. 140）であり、コンサートの例のように具体的なものである。恐

れと不安はかくも混同されやすい。  

 ここから次のように言えるだろう。すなわち、不安の具体的な例を挙げよ

うと試みることで、逆に、私たちは不安という気分から遠ざかって行ってし

まうのだ、と。というのも、不安の対象は「どこにもない」のだから。たし

かなことは、私たちは不安が去った後に、「もともとは何でもなかった（ es war 

eigentlich nichts）」（ SZ, S. 187）と表現する、という事実である。不安の対

象は「どこにもない」が、それでも不安が「何でもなかった」ことは分かっ

ている。こうしてハイデガーは、「不安の何を前にとしての無（Nichts）」（ ebd.）

が不安の対象である、と結論づける。不安においては、ある種の「無」が際

立つこととなる。  

 では、こうした不安は私たちの何を脅かしてくるのだろうか。ハイデガー

にとってそれは、存在である。しかも、道具や動物のそれではなく、私たち
．．．

の
．
存在なのである。このことは、私たちが自らの存在を問うことのできる現

存在であり、「この存在者にとっては、自らの存在においてこの存在それ自身

が気がかりとなる」（ SZ, S. 12）ことに由来する。したがって、「不安によっ

て不安にさせられる気がかりなものとは、世界内存在それ自身なのである」

（SZ, S. 187）。世界内存在とは、私たち現存在が有している、世界と関わっ

て存在しているという事実にほかならない。  

 このようにして、不安は『存在と時間』において「根本気分」の位置を担

うこととなる。それは、不安が示す「無」と、私たちの「存在」を脅かすこ

ととによる。このことを踏まえつつ、退屈が初めて取り出された講演、「形而

上学とは何か」の一節を見てみよう 4。  

 

私たちが諸々の物や私たち自身とことさら関わっていない場合、この「全

体において」が私たちを襲う。それは例えば、本来的な退屈において襲

うのである。単にこの本だとかあの芝居だとか、あの仕事だとかこの無

為だとかが私たちを退屈させるだけなら、本来的な退屈はなおも遠くに
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ある。この退屈が裂け出るのは、「それが誰となしに退屈である」という

ときなのである。深い退屈は、現存在の深淵で息を潜める霧のようにあ

ちこちへ棚引きつつ、あらゆるものや人間やそれらと共にひと自身をも、

ある奇妙な無関心さへと一挙に押しやる。この退屈は、存在者を全体に

おいて開示するのだ。 5  

 

本講演において退屈が現われたのは、この一箇所のみである。それにもかか

わらず、この一節にはさまざまな論点が埋め込まれている。  

 第一に、不安と同様に退屈にも「無」が存している、ということである。

ここで挙げられている深い退屈においては、私たちの身の回りのあらゆるも

のが「無関心」になる。こうしたものは、まさに「何でもない」ものと化す

のである。そして第二に、ここでもまた「存在」が話題となっている。世界

の中に存在しているもの、すなわち存在者を退屈は明らかとする。しかもそ

れは、「全体において開示する」のだ。こうしたことは何を意味しているのだ

ろうか――残念ながら、ハイデガーは本講演においてそのことを詳細に論じて

おらず、その回答は同年の講義『根本諸概念』まで延期されることとなる。  

 とはいえ、私たちがここから気づくのは、不安で問題となった「無」や「存

在」という観点が退屈においても垣間見える、ということである。ここから

次のように結論づけたくなることだろう。すなわち、退屈が根本気分として

選ばれたのは、つまるところ、それが不安という根本気分と似ていたからに
．．．．．．．．．．．．．．．．．

すぎない
．．．．

のだ、と。そしてこの結論に対する筆者の応答は、そうではない、

である。  

たしかに、退屈と不安には相似点も多い。そしてハイデガー自身、先の引

用の後に、無が生じるというこのことは「ただ不安という根本気分の中での

瞬間にとってのみ可能であり、現実的なものとなる」（WM, S. 111）と、再び

不安の議論を持ち出すのもまた事実である。にもかかわらず、同年の講義『根

本諸概念』において、ハイデガーは退屈の議論に紙幅のおよそ三分の一を費

やすのである。退屈には不安と異なる何か、あるいはこう言って良ければ、

不安を超える何かがあるのではないだろうか。  

いずれにせよ、こうしたことに結論を下すには、本講演のみでは情報が少

なすぎる。次節では『根本諸概念』へと歩を進め、退屈が選ばれたその根拠

を探っていくこととしよう。  

 

2．技術と郷愁  
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退屈は『根本諸概念』の冒頭部でいきなり話題にされたわけではない。こ

の気分は予備考察も終わりに差しかかったころ、議論への準備が円熟してき

たころになって、ようやくその姿を現わす。その出現は「形而上学とは何か」

と同様に、いささか唐突なものである。ハイデガーは講義が行われた当時の

状況を話題にし、私たちに対して「あらゆる物からある無関心さ
．．．．

があくびを

吹きかける」という奇妙な一文を示しつつ、次のように続ける。  

 

世界交通や技術や経済が、人間を無理やり自らのもとへと引き込み動か

すとき、……それにもかかわらず、私たちは自らのために
．．．．．．．．．．

ある役割
．．

を探

している。……私たちは私たち自身を、私たち自身のために、まず再び

興味のあるものとしなければならないのだろうか？  なぜ私たちはそん

なことをしなければならない
．．．．．．．．

のだろうか？  ひょっとすると、私たち自身

が私たちに対して、すなわち私たち自身に対して、退屈に
．．．

なってしまっ

たからだろうか？（GM, S. 115）  

 

今日の私たちにとって、世界交通や技術は魅力的なものとして映る。それ

にもかからず、そうしたものは「どうでもよい（ gleichgültig）」のである。

宙づりにされた私たちは、ある役割を探さずにはいられない。では、なぜ私

たちは、そもそもそんなことをしなければならないのだろうか。ハイデガー

はここであの気分を持ち出す。すなわち、私たちは私たち自身に退屈してい
．．．．．

る
．
のかもしれない、と。彼は続ける。「むしろ、このいかがわしげな深い退屈

が、呼び覚ますことが重要となるような、求められた根本気分
．．．．．．．．．

であるべきだ

というのだろうか」（GM, S. 116）。  

『根本諸概念』における退屈の概念は、「形而上学とは何か」で言われたも

のと一貫している。そのうえで注目すべきなのは、退屈がある種の無関心さ

と、言い換えればどうでもよさと関わりを有している、ということである。

加えて、この無関心さは技術が発展している時代においても襲ってくる、と

いうこともまた興味深い点であろう。  

ハイデガーの発言から推測するに、1929 年当時においても、世界交通など

の技術はめざましい発展を遂げている。たいていの場合、こうした技術の発

展に私たちは興味を示すものである。例えば現代では、充分すぎる機能をも

ったスマートフォンでさえ、一年ごとにモデルチェンジが試みられたり、移

動時間の短縮のために、より速い乗り物が開発されたりしている。実際のと

ころ、私たちはそうした発展を待ち望み、利用したいと思っている。このよ
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うな状況にもかかわらず、退屈にあっては、あらゆるものが無関心になると

いう。あたかも、こうした技術それ自体が私たちを退屈させる
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、とでも言わ

んばかりに。退屈は技術と関係しているのだろうか。  

ひとまず、ハイデガーの論に戻ろう。先で引用された部分においてハイデ

ガーは、退屈が「求められた根本気
．．．．．．．．

分
．
」であるかもしれない、という点に注

意を払っている。では、なぜ根本気分は求められているのだろうか。このこ

とを明らかにするためには、『根本諸概念』の冒頭へと立ち戻る必要がある。 

そもそも『根本諸概念』は、次のような問いで幕を開ける。すなわち、「け

れども、哲学がそもそも根本からして学ではない
．．

としたら、哲学は何である

というのだろうか」（GM, S. 3）。この途方もない問いに挑むために、ハイデ

ガーはとある詩人の言葉を引用する。それが、ノヴァーリスによる哲学の定

義なのである。  

ノヴァーリスは言う。「哲学とはほんらい郷愁であり、いたるところで家に

いたいと思う一つの衝動である」（GM, S. 7）。哲学が郷愁とは、いったい何

を意味しているのだろうか。その内容は差し置き、ハイデガーはこの一文を

次のように読み取っていく。  

 

けれども、あらゆる感動はある気分
．．

からやって来て、その内でとどまっ

ている。把握することや哲学することが……人間的な現存在の根底
．．

にお

いて生じる限り、諸々の気分は……必然的につねに現存在の根本気分
．．．．

で

ある。……哲学が生じるのは
．．．．．．．．

、そのつどある根本気分においてである
．．．．．．．．．．．．．．．．．

。

哲学的に把握することは捕らえられることに根ざしており、それはある

根本気分に根ざしている。ノヴァーリスが哲学を郷愁と名づけるとき、

彼は結局のところ、このようなことを意味しているのではないだろう

か？（GM, S. 9 ‐10）  

 

ハイデガーが主張するのは、哲学がある気分から、それもある根本気分
．．．．

から

生じる、ということである。このことこそ、ノヴァーリスが非常にロマン的

な定義によって伝えたかったことなのだ。したがって、哲学と気分は密接に

結びついており、『根本諸概念』冒頭の「哲学は何であるというのだろうか」

という問いに応えるためには、気分の探究が不可欠なものとなる。これが、

根本気分が「求められている
．．．．．．．

」ゆえんである。  

 その一方で、退屈が選ばれた理由は未だに不明瞭である。そしてそもそも、

なぜノヴァーリスなのか。國分からは、「ハイデッガー自身はそのことを説明
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していない。その意味ではハイデッガーの議論の仕方は恣意的である。自分

に都合のよい定義だけを議論の出発点に置いているのだから」（『暇と退屈の

倫理学【増補新版】』207 頁）という批判がなされている。事実、ハイデガー

はノヴァーリスを引いた根拠を明確にはしていない。  

 では、ノヴァーリスは議論に入りやすくするための、都合のよい手段にす

ぎないのだろうか。そんなことはない。筆者が主張したいのは、むしろこの

ノヴァーリスの定義にこそ、退屈が選ばれた理由が隠されている、というこ

とである。『根本諸概念』の中ほど、退屈の分析に入る手前の一節を見てみよ

う。  

 

退屈（ die Langeweile）、すなわち長い時間（ lange Zeit）が、――とりわ

けアレマン地方の慣用においては――「郷愁を抱く」と同様に「長い時間

をもつ」ということを意味するのは、偶然ではない。誰かが何かに長い

時間をもつ＝誰かが何かに郷愁を抱く。これは偶然だろうか？  （GM, S. 

120）  

 

ハイデガーは退屈という語の成り立ちや、そこから派生した慣用表現を引

くことで、退屈と郷愁という二つの気分を結びつけようとしている。私たち

が日常的に経験する退屈は、例えば、駅で列車を待っている際に訪れる。列

車の到着を待ちわびるあまり、私たちは何か気晴らしとなるようなことを行

ったり、何度も何度も時計を見返してしまう。この例においては、列車を待

っている今から、列車が来るまでの間時間
．．．

が長くなるのだ 6。  

こうした事実を、ドイツ語の Langeweile は的確に表現している。すなわ

ち退屈とは、長い（ lange）間（Weile）なのである。ハイデガーはこの退屈

（長い間）が長い（ lange）時間（ Zeit）でもある、と主張する。そしてこの

「長い時間をもつ（ lange Zeit haben）」という表現は、「郷愁を抱く（Heimweh 

haben）」という表現をも意味するというのだ。事実、辞書的な意味では、

「Langezeit」は郷愁、すなわち「ホームシック」を指す。こうした語源的な

要素を取り入れるならば、退屈と郷愁の結びつきは度外視できないものとな

るのではないだろうか。したがって、ノヴァーリスが援用されたのは、恣意
．．

的ではない
．．．．．

。  

私たちは、なぜ退屈が根本気分として選ばれたのか、という問いを問うて

いる。そして本節では、この問いへアプローチするための二つの要素が取り

出された。すなわち、技術
．．

と郷愁
．．

がそれである。とはいえ、この二つの概念
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が退屈と深く関わっていることを明らかにするためには、『根本諸概念』だけ

ではいささか心許ない。そこで第三節では、本節の内容を引き継ぎつつ、『根

本諸概念』から 30 年以上も経った後に行われた講演、「メスキルヒ 700 年」

に当たってみよう。そこにおいて、退屈、技術、郷愁（故郷）の三つの概念

は、確固とした結びつきを得ることになるだろう。  

 

3．退屈、技術、故郷  

本節で取り上げる「メスキルヒ 700 年」は、1961 年 7 月 22 日に、メスキ

ルヒ市の誕生 700 年を祝う祭りの中で行われた講演である。そしてこのメス

キルヒという都市は、ハイデガーにとっての故郷でもある。彼は本公演の冒

頭で、「「故郷」というテーマが退屈になってしまった」7 という現状に反する

かたちで、故郷についての熟慮を促す。私たちは早々に、あの根本気分と出

会うこととなる。  

私たちはなぜ、故郷について退屈になってしまっているのだろうか。それ

は、私たちが故郷から別の地域へと、しかも私たちを「引きつけたり興奮さ

せるような」地域へと引っ越していってしまう、という事実の内に存してい

る。  

 

むしろ、この地域は絶え間なく、新しいものからもっとも新しいものへ

と変化しているのです。こうした全てのことにくぎづけにされて引っ越

していくように、人はいわば出て行ってしまいます。人は故郷のものか

ら故郷ではないものへと引っ越すのです。かつて故郷と呼ばれたものが

溶けて荒廃してしまう、そのような危機が迫っています。（GA16, S. 575‐

576）  

 

新しいもの――それはもっとも
．．．．

新しいものである――に引きつけられることで、

私たちはその場所へと引っ越すこととなる。引っ越すということは、私たち

が今まで過ごしてきた故郷を捨て去る、ということである。こうした状況を、

ハイデガーは故郷のものがなくなってしまう「危機」である、と表するのだ。  

 私たちが故郷を捨て去ってしまう原因 ――それは次の一節に集約されるだ

ろう。すなわち、私たちは「故郷と呼ばれているものをもはや知らないし必

要ともしない」ために、「そうしたものがなくても困らないから」（GA16, S. 

576）という点である。そしてこの状況をもたらすものこそ、第二節で浮かび

上がった技術、とりわけ現代技術
．．．．

にほかならない。現代技術は地球全土を支
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配し、昨日言われたことが一夜のうちに時代遅れとなるように、絶えず目ま

ぐるしい変化をもたらしている。ハイデガーが次のような問いを引き出すの

は、必然的であろう。「現代技術の支配下でそれによって引き起こされた世界

変化に際して、なおも何らかの仕方で故郷はありうるのかどうか」（GA16, S. 

578）と。  

 この問いに対して、私たちは次のように応えることができる。故郷はある、

というのも、私たちは「故郷への欲求（ Zug）」という意味での郷愁
．．

を有して

いるのだし、現に「郷愁を抱く」という表現を用いるではないか、と。ハイ

デガー自身こうした考えに与するのだが、そこで彼は郷愁に対して鋭い洞察

を行う。すなわち、郷愁が生じるのは、私たちがまさに故郷ではないもの
．．．．．．．．

の

中にいるときなのだ。  

 

郷愁が生き続けるのは、人がつねに故郷ではないものへと逃避している

ときですが、この故郷ではないものは人を楽しませ、魅惑し、その人の

時間を満たし、その人の時間を短くするよう求められています。という

のも、時間はその人にとって絶えず長すぎるものとなっているからです。

（GA16, 579）  

 

 私たちが故郷を思い出すのは、故郷ではないところにいるまさにそのとき

である。東京に在住する筆者が故郷の新潟を思い出すのは、まさに筆者が東

京にいるからこそ、なのである。このような故郷ではないものは、私たちに

とって魅惑的なものであり、私たちの時間を満たしつつ短くする。故郷では

ないものとは、いわば「時間つぶし（Kurzweil）」なのである。私たちは「時

間つぶしによって時間を短くすることで、長い時間を追い払わなければなり

ません。この時間つぶしは退屈を取り除くべきでしょうし、少なくとも、退

屈を覆い隠して忘れさせるべきです」（ ebd.）。ハイデガーは故郷（正確には

故郷ではないもの）と、例の気分を結びつけようと試みている。  

 私たちが取り除くべき退屈とは、つまらない本や駅での待ち時間によって

引き起こされるような類いのものではない。それはむしろ、「形而上学とは何

か」や『根本諸概念』においても姿を見せた、「それが誰となしに退屈である」

と称されるような、あの深い
．．

退屈なのである。この退屈においては、やはり

「あらゆるものが退屈となり、あらゆるものが同じようにどうでもよくなる」

（ ebd.）のだ。  

 私たちは、なぜ退屈が根本気分として選ばれたのか、という問いを問うて
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いる。その根拠として筆者が取り上げたのが、技術と故郷であった。退屈、

技術、故郷――今やこの三つの概念は、次に示す部分において必然的な連関を

なすこととなる。  

 

故郷はなおもあり、私たちに関係していますが、それは求められたもの
．．．．．．．

として
．．．

なのです。というのも、求められたものとはおそらく、深い退屈

というほとんど注意を払われていない根本気分だからです。この退屈は、

私たちに一風変わったもの、興奮させるもの、魅惑するものを日々故郷

ではないものとして提供し、あらゆる気晴らしに私たちを巻き込むので

す。さらに言えば、おそらくこの深い退屈が、 ……不可避的な故郷への

欲求、つまり人里離れた郷愁なのです。（GA16, 579 ‐580） 8  

 

技術が支配する現代において、私たちは深い退屈を求めている。というのも、

私たちは故郷を探しているからである。にもかかわらず、この退屈は故郷で

はないものを提供する。しかしながら、故郷ではないものへと誘われるとい

うまさにこの状況によって、逆説的ながらも、私たちは故郷を思い浮かべる。

退屈はあたかも、現代において私たちに再び故郷を思い出させるかのように、

その姿を現わすのだ。  

 本講演が終盤に差し掛かったころに、ハイデガーは次のように述べている。

「おそらく、技術世界の故郷ではないものと、求められた故郷への人里離れ

た欲求としての深い退屈は、一体を成しています」（GA16, S. 580）と。実際、

現代はそのような状況となっているのであり、ここから私たちは次のように

言えないだろうか。すなわち、現代技術において現われた退屈とは故郷への
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

欲求なのだ
．．．．．

、と。  

ここにおいて、私たちは退屈、技術、故郷という三つの概念が、必然的に

結び合わさるさまを見出すこととなる。こうした点を考慮するならば、私た

ちが退屈に抱く否定的な印象は、いくらかポジティヴなものへと転じること

になるのではないだろうか。  

 

おわりに  

本論稿は、なぜ退屈が根本気分として選ばれたのか、という問いを問うて

きた。まず第一節では、ハイデガーの根本気分への関心が、同じく根本気分

として選ばれた不安から、退屈へと転回するさまを概観した。そこで明らか

となったのは、二つの気分には「無」と「存在」という共通点が備わってい
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る、ということであった。しかしながら、この点のみに退屈が選ばれた理由

を帰せるのは、不充分であるように思える。  

そこで第二節では、退屈が詳細に分析されたテクスト『根本諸概念』に当

たることで、技術と郷愁という二つの要素を取り出した。それは第一に、一

見すると魅力的に映る技術世界において、それでもなお私たちは一つの役割

を探している、という事実によるものである。そして第二に、ハイデガーが

ノヴァーリスのあの定義、すなわち「哲学は郷愁である」という奇妙な定義

から、『根本諸概念』を始めているということに由来したのだった。  

第三節では、第二節で得られた二つの要素と退屈が必然的に連関し合って

いることを、後年の講演「メスキルヒ 700 年」において考察した。退屈――と

りわけ、深い退屈――は、故郷が失われつつある技術世界において、ある種の

警鐘の役割を担っている。それは、私たちを故郷ではないものへと誘うこと

で、むしろ故郷を際立たせるという仕方によるのである。ここにおいて、退

屈と技術、そして故郷の連関は不可避的なものとなり、退屈が選ばれた理由

が明らかとなった。  

一方で、本論稿では扱いきれなかった話題も多岐にわたる。例えば、ハイ

デガーの技術論との関わりである。「ブレーメン講演」では「総駆り立て体制

（Ge‐Stell）」という独特な概念が問題となるが、この技術の本質を成す概念

と、退屈、そして故郷はどのように関わるだろうか。また「メスキルヒ 700

年」においては、退屈、技術、故郷の連関が、深い退屈「それが誰となしに

退屈である」に限定されていた。『根本諸概念』において、退屈は三つの形式

に分類されることとなる。そのうちの第一形式と第二形式、つまりいわば深
．

くない
．．．

退屈は、それでもなお故郷や技術と関わるのだろうか。こうした問い

は、今後の課題としたい。  

いずれにせよ、退屈が根本気分として選ばれたのは、現代技術において故

郷が失われつつある、という危機的な状況に由来する。その中で退屈は、消

えゆく故郷を指し示すという意味で、まさに根本気分
．．．．

としての地位を担うこ

ととなる。ここではもはや、私たちが通俗的に思い抱く退屈は、まったく異

なる姿をして現われてくることだろう。  

退屈、技術、故郷――この三つの概念は連関し合っている。その事実を示す

印象的な一文を示すことで、本論稿を締めくくることとしよう。「深い退屈、

すなわち長い時間、そして郷愁は、故郷への欲求を、つまり破壊できない故

郷に属していることを、絶えず静かに証言しているのです」（GA16, S, 580）。  
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