
「現存在」への「事前の配慮」--Ｅ.フォルストホフ"Daseinsvorsorge"論の一側面 

*松生史（九州大学大学院法学研究院助教授） 

 

 本ファイルは、碓井光明/小早川光郎/水野忠恒/中里実編『金子宏先生古稀祝賀 公法

学の法と政策（下）』（有斐閣､ 2000.9）265-287頁に掲載していただいた拙稿の草稿段

階のものです。公表に当たり若干の修正を加えていますので、本草稿の無断引用はご遠

慮下さい。引用される場合は、公表版の方からお願いします（なお、筆者の氏名の「角」

は、(http://www.efontshop.com/fontgif100/EFIEXM00EC67.GIF)にあるような字体ですが、本稿では

「＊松」としています。） 

 

I はじめに.....................................................................................................................................................................1 

II 現存在（Dasein） ....................................................................................................................................................2 

１ ハイデガー ........................................................................................................................................................2 

２ ヤスパース........................................................................................................................................................4 

III 「事前の配慮」(Vorsorge) .................................................................................................................................6 

IV むすびにかえて....................................................................................................................................................9 

＜参考文献＞..............................................................................................................................................................9 

 

 

I はじめに 
 E.フォルストホフの｢現存在配慮」(Daseinsvorsorge) 論1は、いわゆる｢給付行政」論と

の関係で、戦後一時期の日本の行政法学に多大な影響を及ぼしたが、実務的にはともかく

として2、行政法体系上同概念が持つ意義については懐疑的な見解が今日おそらくは多数説

であろう。しかし、理論史的観点からは話は別である。それがナチス期の 1938 年に提起さ

れた理論でありながら戦後基本的に維持され3、当の論者が生前戦後ドイツ行政法学界にお

いて大きな影響力を維持したこと（参照、高田/室井 1975）からしても、同概念の理論史

的検討は、単なる行政法学説史にとどまらず、ナチス期と戦後とのいわゆる｢連続性」問題

(広渡 2000:2-3）に一視点を提供するとともに、われわれ自身の立脚する社会観をも問い

直す意義があるのではないかと考えられる。 

 『給付主体としての行政』(Forsthoff 1938.以下『給付主体』)においてフォルストホフ

は、「その中で人間がその現存在を送る」ところの生活空間(Lebensraum)の分析から議論を

出発させる。そのような生活空間は、「被支配空間」(beherrschender Raum)と「活動空間」

(effektiver Raum)とに分けることができる。前者は、「その人間に集中的に帰属するため、

彼のみに属している、彼の所有物(Eigen)とみなすことが許されるような空間、彼をその主

人と呼ぶことが許されるような空間」、後者は「生活がそのなかで実際に行われている空間」

と定義される。１９世紀から２０世紀にかけての産業技術の発展により、活動空間が拡張

する一方で被支配空間は狭隘化する。それにより、人間に必要な生活財が、自らの物の利

用によってではなく専有配当(Appropriation)によって調達されなければならない程度が

拡大するのである。 

 そこで「現存在配慮」とは、「専有配当の必要性を充足するために執り行われる施配

(Veranstaltung)」と定義される。また、専有配当の必要性を充足する責任(Verantwortung)
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が「現存在責任」である。後者の主体は、個人から集団を経て政治権力（国家と党）に移

行している。そこで政治権力が果たすべき具体的な機能として、彼は、「１ 賃金・価格の

相当な関係の保障.....２ 需要・生産・販売(Umsatz)の嚮導 ３ 現代的大量的生活様式

を定められた人間が生活必需的に割り当てられた給付の提供」の３種類を挙げる。これら

３種類全てが（広義の）「現存在配慮」概念の内容であるが、フォルストホフは考察をもっ

ぱら第三カテゴリーのみに限定するのである。(Forsthoff 1938:4-7)4 

 以上が周知の「現存在配慮」論の内容である5が、本稿はそこで用いられている二つの単

語--「現存在」(Dasein)(II)及び「事前配慮」(Vorsorge)(III)—を手がかりに、この議論

の同時代的文脈の一側面を描き出すことを試みる。これらの語の選択、そして結合にどの

ような意味を込めていたか、仮説的な見通しを述べることが本稿の目標である67。 

 

II 現存在（Dasein） 
１ ハイデガー 

(a)広く知られているように、ハイデガーの『存在と時間』は、上記"Dasein"（「現存在」）

に加え、"Vorsorge"の語幹である"Sorge"（「気遣い」）をその中心的概念とする。このこと

から”Daseinsvorsorge”へのハイデガーの影響を想像するのはごく自然な発想8といえよ

う。ジャーナリストのカール・コルンは、1958 年の『管理された世界における言語』

(Korn1958.参照,Scheidemann 1991:17-20, 高田 1993:216 注(19))という書物で、それを前

提とした所論を展開する。もっとも著者が注目するのは、フォルストホフの所説ではなく

百科事典の「行政」の項目に登場する"Daseinsvorsorge”概念であり、この段階でコルン

はおそらくフォルストホフに接していなかった。（参照､Korn 1959:163）当時見られた新造

語等の分析を通じた文化批判の試みである同書（Korn 1959:7,10）の著者にとって重要な

のは、百科事典で用いられるような"Daseinsvorsorge"なる語の普及であって、その創始者

には必ずしも関心がなかったと思われる。 

 コルンは、ハイデガーの現存在分析の内容的側面--「気遣い」「時間性」「死」--と、そ

の言語的特徴とが関連しているとする。言語的特徴とは、頻出する不定詞の名詞的用法、

例えば「おのれに先んじて存在すること」(Sich-vorweg-sein)(Heidegger 1993:192(邦訳

331)のことである。本来動的なもの＝「運動、活動、事象」として理解されるべき内的表

象を不定詞によって非動態化(immobilisieren)し、静的なものとして提示するのが現存在

分析だとされる。時間性を視座におきながらそれが不定詞によって非動態化される点は現

存在配慮とも共通している、それこそが管理社会の底流と関連しているのだ、とコルンは

議論を展開する。(Korn 1958:148-149)両者の共通性は「静止」(Statik)である。管理社会

もハイデガーと同様、動作や事象を静止させ不毛にし、統計(Statistik)的数量と化せしめ

る 。「 統 計 は 静 止 を も た ら す 。 つ ま り 流 動 す る も の 、 群 が る も の (das 

Fluktuierende,Massenhafte)を固定するのである。....統計の役割とはまさに、数値によ

って大衆(Massen)を把握し非動態化し支配することにほかならない....より詳細に見れば、

ハイデガー哲学の実存解釈そのものは、大衆の時代における現存在を問うものである。ハ

イデガーの言語や思考は、固定と確定である。時間性、気遣い、死への先駆は用語として

固定されてしまっている。(Korn1958:155-156)」 

 以上がコルンの指摘であるが、ハイデガー解釈として正鵠を射たものであるかどうかを
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ひとまずおけば、Daseinsvorsorge に対する批判として興味深いものがある。しかし上述

のように、それはフォルストホフを意識したものではない。批判の対象は、論者によれば

管理社会とハイデガー哲学に共通するとされる静態化の言語的徴表である「不定詞形」で

あって、現存在配慮は単なる一例でしかない。そもそも"Sorge"及び"Fürsorge"は『存在

と時間』の中心的概念に属するが、コルン自身認める(Korn 1958:147)ように､"Vorsorge"

概念は用いられていないのである。 

 (b)フォルストホフもたびたび投稿している『キリストと世界』という福音教会系の新聞

に掲載されたコルンの著書の書評(Gerhardt 1958)において、評者ゲルハルトは、フォルス

トホフが「現代行政、まさに現存在配慮的な行政の機能を表現し得るような概念を捜し求

めていたときに」自分が友人の一人として「助産婦的役割を果たした」のだと主張する。

同概念が「我々の時代の最も成功した造語の一つ」であると誇る評者は、それがハイデガ

ーからの借り物であるかのように扱われることに不満だったようである。上述のようにハ

イデガーが"Vorsorge"概念を用いていないことに加え、「私は確言することができよう。

我々が当時、言語的了解可能性を保っておくためにハイデガーのことを殆ど気にかけてい

なかったことは、今日と同様である。」そして評者は、コルンの管理社会批判それ自体に否

定的である。暖房や照明や冷蔵庫やガスなどによる快適な生活を「我々は現存在配慮的行

政に負っている。」ガス事業が「管理された世界」の一部であって、我々が利用者番号とし

て立ち現れるような存在になっているからといって、「ガスコックを諦めることを望むの

か、それとも我々は、我々の人格をそもそも問題にしない管理された世界の中で、自分自

身を十分強く感じているだろうか」。 

 さて翌年出版されたコルンの著書第二版の中で著者は、初版後に届いた当のフォルスト

ホフからの書簡を紹介する。その中で、フォルストホフは、現存在配慮の「起源は、たと

え間接的であれ、ハイデガーではありえない」と明言しているという。そして、コルンの

指摘を「ハイデガーの影響というのではなく相互依存あるいは呼応(Kongruenz)を主張した

かったのであろう」と善解した上で、「この学究は....鷹揚にも付言される。彼、フォルス

トホフは、相互依存を全面的に否定するつもりはないと。」というのが、その内容であった

という。(Korn 1959:163)「この新語はその生命を発明者のみならず状況にも負っている。

その状況とは、現代の高度に細分化された分業的社会であって、その中では特定の諸財は

もはや個別的に産出されたり利用されたりするのではなく、行政によって給付されなけれ

ばならないのである」(Korn 1959:165)というのがコルンの結論である。フォルストホフに

も、もちろん行政法学説史にも必ずしも関心を有しないコルンにとっては、「相互依存」で

十分だったのだろう。 

 フォルストホフがキプロス最高裁長官就任にあたり『全体国家』(Forsthoff 1933)の著

者としての過去を批判されたこと9とハイデガーのナチス関与の問題、師シュミットについ

て指摘されるハイデガーとの関係などさまざまな理由からゲルハルトやフォルストホフの

否定論を疑うこともできないではないが、直接の影響関係に関する限り、やはり証拠はな

いと言わざるを得ない。ただし他方で、後述するような時代認識の共通性を無視すべきで

はないだろう。 
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２ ヤスパース 

(a) 前節で述べた書簡の中で、フォルストホフは、彼が「現存在配慮」と名付けたものは

「ヤスパースの 1931 年の論文に既に見ることができる」と指摘している。(Korn 1959:163)

ここで念頭におかれているのは、『現代の精神的状況』（Jaspers 1999)の次のような叙述

である。 

「現存在は、こんにちでは、技術的諸発見にもとづいた合理的生産における大量扶養

(Massenversorgung)と見られて、きわめて広い範囲の人々がそれを自明のこととしている。そ

れはあたかも全体が悟性のみによって完全な秩序にもたらされうるかのようなおもむきである。

しかし、人間の世界調整の把捉できる過程の全体についてのこの知識が、現在の存在について

の決定的な意識になれば、したがって人間の現実がその根本において、現存在扶助における集

団秩序(Massenordnung in Daseinsfürsorge)（｢現存在扶助」についてのみ訳を改めた。以下

同様｡）以外の何ものでもないように見えるならば、どんな可能性を秘めているのか底の知れな

いこの渦巻（「近代の現存在の渦巻」）は、もはや逃れられないものではなく、必然的なものと

して把捉される経済的発展の進行の中でそのときどきに流通していく機構なのである」

(Jaspers 1999:31(邦訳 48 頁)) 

 ここで用いられ、同書に頻出する「現存在扶助(Daseinsfürsorge)」概念は、用語のみ

ならず内容上も「現存在配慮」との共通性が見て取れる。H.P.イプセンも次のように述べ

る。「フォルストホフは、1938 年のその公開(Vorführung)後、ヤスパースの 1932 年の『現

代の精神的状況』にそれを再び見いだした(wiederfand)。（私の質問に対して彼は私に

1970 年 2 月 21 日にこう答えた）」(Ipsen 1972:416)このイプセンの証言を典拠に、「現存

在配慮」を「ヤスパースから借りた語」とまで言い切る文献も見られる。(Meyer-Hesemann 

1981:86,102.参照、Faber1995:34(Fn.10),Stolleis 1999:367。詳細な分析として、

Scheidemann1991:20-30) 

 しかし、『給付主体』ではヤスパースは明示的に引用されてはいない10。コルンへの書簡

でもイプセンへの回答でも、フォルストホフの言い回しは曖昧である。 前者では「既に見

ることができる」、後者では「再び見いだした」と、彼が『給付主体』の時点でヤスパース

に接していたかどうか、現存在配慮概念について影響を受けたかどうか確認できる表現に

はなっていない。後者に関する限り、シャイデマンも言うように、意識的継受を否定した

ものと理解するのが妥当だろう｡現存在配慮概念は「彼より以前にカルル・ヤスパースによ

って用いられていたが、彼はこれとは全く独立に、また公法学においてはじめて、この概

念を用いた」とフォルストホフから聞いたという（時間的にイプセンに先行する）高田敏

の証言(高田 1993:184 注(2)(初出 1968）参照、高田 1993:216 注(19)、なお参照、後述「追

記」)によってもそれは裏付けられる｡11 

 仮に実際には 1935 年ないし 38 年段階で既にフォルストホフがヤスパースに接していた

のだとしても、フォルストホフが自らの概念の独自性を意識するには十分な理由がある。

第一に、哲学者ヤスパースが語る｢現存在扶助｣機構は、人間存在の省察のための所与とし

ての側面が専らであり、現象的叙述を別とすれば、その形成要因や作動メカニズム、まし

てや法形式には関心が向けられることがない。これに対して｢現存在配慮｣概念は、経験研

究の重要性を主張するフォルストホフが、生活空間分析から出発した上で提示したもので

ある。第二に、後述のように、「現存在配慮」概念は、そこで扶助(Fürsorge)ではなく（事
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前）配慮(Vorsorge)概念が用いられていることに重要な意味があり、しかも、35 年段階と

38 年段階で変化が見られる｡仮に用語上のヒントを受けていたにしても、概念形成の上で

は「全く独立に」構成した概念だと自負していて何の不思議もないのである｡ 

 (b)そして、直接接していたかどうかはさておくとしても、両者の類似ないし「相互依存」

は否定しがたい。既に引用した箇所を別にしても、「現存在扶助についての合目的・合理的

秩序」(Jaspers 1999:33（52 頁）,以下頁数のみ)「大量扶養を目的とする技術的な現存在

秩序」（S.39(60 頁 )）「生活を保証( ﾏ ﾏ )する供給」(die das Leben sichernde 

Versorgung,S.42(65 頁)）「この機構全体が、官僚主義(Bürokratie)（強調原文）によって

操縦される」(S.47(72 頁)「大量扶養の秩序としての現存在」（S.72（109 頁）)「現存在保

護の機構として新たに成立しつつある世界」(S.72(110 頁))などに見られる発想の相似は

顕著である｡35 年論文では、｢現存在扶助」に加え、「現代的大量現存在」(Forsthoff 

1935a:398)という表現も見られる。 

 そもそもフォルストホフの学識をもってして、ハイデガーなりヤスパースなりを読んで

いないことは仮にありうるとしても、「現存在」という語で人間存在の「いま・ここにある」

あり方を指し示す実存哲学の用語法を意識しないままこの語を漫然と用いることはおよそ

考えがたい｡ここでヤスパースの場合、「現存在」は、それのみで人間のあり方として十全

なものとは捉えられていない｡「人間は現存在としてだけで余すところなく認識されうるの

でなく、自分が何であるかを自由になお決定する本質のものであり、畢竟人間は精神であ」

る（Jaspers 1999:7（12-13 頁））とされ、「現存在」と「実存」が対立的に用いられる。（ヤ

スパース 1976:49-53）1213。 

 フォルストホフにおいても､同時代における人間存在の在りかたを基本的に問い直す文

化批判的発想が、「現存在」という言葉の選択に影響を及ぼしているのではないかと推測し

うる (参照､Stolleis1999:367)｡『給付主体』に見られる「単純な被造物的現存在」

(Forsthoff 1938:8)という表現も、フォルストホフが「現存在」を価値的に高く評価して

はいない、それに配慮することで国家の役割が完結するとも到底思っていないことの現わ

れではないか｡「現存在配慮」は、ヘーゲル的に言えば悟性国家段階に位置づけられ、概念

上「それを超えた何か」を要求するものだったと思われる。 

 

(c)『給付主体』では、「人口の暴力的増大とそれによって引き起こされた社会空間の変化

を幅広い精神的･政治的側面の下に解釈したおそらく初めての人物」（Forsthoff 1938:4）

とオルテガ『大衆の反逆』が引照される｡しかしシャイデマンが指摘するように

（Scheidemann1991：27-33）、オルテガ大衆論からの直接の継受をうかがわせる箇所は同書

に殆どない。『給付主体』それ自体は文化批判の書ではないのだから、これはある意味で当

然のことである。しかし、『給付主体』の「大衆的生活様式」（Forsthoff 1938:12）や、35

年論文における「現代的大量現存在」（Forsthoff 1935a:398)などの表現に照らせば、「大

衆」概念そのものの意義は無視できないだろう。 

 ここで再びヤスパースを見てみよう。｢現存在扶助｣の「技術的な現存在秩序」と切って

も切れない関係にある大衆は、「人間の現存在の単なる多数」ではない。「公共」

（Publikum）としての大衆は「どの一人の人間にさえ現存しないのに意見をもっている大

多数の人々としての幻」である。単独者が数的にしか役割を演じず､数としての多数によっ
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て決定がなされるとき､それは大衆である｡（Jaspers 1999:34-35（53-55 頁））オルテガと

もシンクロするこのような大衆に対する否定的警戒的見方は、当時の保守的知識人が一般

的に共有するところであった。主題的にこの点を論じはしないフォルストホフだが、同様

のものの見方を出発点にしていたと推測できる14。『給付主体』の結論部では、同書が示し

た「個人の実存(Existenz)の国家行政への異常な依存」が、「人間の現存在を秩序への拘束

によってより堅固にして自立させようとする努力に反するものではある。現代の人間(特に

都市の人間--これが重要なのだが--)の生活様式は、実に人工的なやり方で保障され、それ

に応じて傷つきやすい(empfindlich)ものである」と述べられる｡このようにフォルストホ

フは現代の現存在の弱さと国家依存性に対して否定的な評価をしつつ、国家による現存在

配慮が不可避であるという見通しを示すのである。（Forsthoff 1938:48-49） 

 「生活リスク」（Forsthoff 1938:19;1935a:400）を強調し、その配分のあり方を論ずる

フォルストホフは、大衆社会化による「不安」(Angst)を強く意識していたと考えられる｡

確かにヤスパースとフォルストホフでは、この「弱さ」の捉え方と処方箋に重要な相違が

ある。後者によれば、現存在配慮にその生存を依存するようになった現代の人間の心理は

変化し、かつてのようにそれを恥とは思わず、むしろその保障の喪失がパニックを引き起

こす。そのために個々の人間の配分参加（Teilhabe）の保障が重要だというのである。対

して、やはり生の不安（Lebensangst）を強調するヤスパースの場合、現存在秩序は生の不

安を忘却させ、鎮静させるための施配(Veranstaltung)15を行うが、全ての人々の生活秩序

の諸欲求を計画的に充足する現存在の「絶対化」を究極まで遂行することは不可能である。

むしろ、現存在秩序の諸限界を意識に保持することが、人間の可能性を生み出すものとさ

れる(Jaspers 1999:55-57,65-67（84-87,99-101 頁）)。生活リスクの極小化を求めるフォ

ルストホフに対し、生の不安が実存的不安によって制御されることにむしろ希望を見出す

ヤスパースという相違があるが、現存在配慮を超えた「何か」を求める限り16において、

両者は共通している17と考えられるのである。 

 

III 「事前の配慮」(Vorsorge) 
(a)E.R.フーバーは、フォルストホフの７０才記念論文集で、現存在配慮概念を「行政の現

実」の新しい理解により行政法理論のラディカルな改造へと導いたと高く評価する。しか

し彼の立場はむしろ独自である。"Daseinsvorsorge"は実は「産業時代の始まり」からある。

社会の共同の必要への「事前の配慮」--街路、水路、鉄道の建設、水・ガス・電気の供給

等--のみならず、具体的個人的欠乏への「事前の配慮」としてのさまざまな扶助事業が、

既に 19 世紀から見られる。従ってフォルストホフは決して「行政の現実の新たな時代」を

告げ知らせたわけではないというのがフーバーの主張である。確かに 1938 年以前の行政法

学者は給付行政を無視してきたが、それ以前でも「法形式的でなく、法哲学的な」国家思

想は、同時代の「行政の現実」を意識していた。ヘーゲルや L.シュタインの議論がそれで

あるとフーバーは論を進める。彼の理解によれば、ヘーゲルは行政を市民社会における「現

存在への配慮」(Vorsorge für das Dasein)のための施設と捉えている。「現存在への配慮」

は、家族・市民社会・国家論を通じて中枢に位置しているとまで彼は言うのである(Huber 

1972:139-143)。 

 周知のように、ヘーゲルの市民社会論は以下のような論理を辿る。市民社会における特
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殊的人格が、おのれを貫徹し満足させるためには普遍性の形式によらなければならない（§

182、パラグラフ数は、『法哲学綱要』（Hegel 1993）のそれ）。そこで「個々人の生計と福

祉と法的現存在(rechtliches Dasein)が、万人の生計と福祉と権利とのなかに編み込まれ、

これらを基礎とし、この繋がりにおいてのみ現実的であり保障されている」ような「全面

的依存性の体系」が設立され、「外的国家、強制国家、悟性国家」と呼ばれる（§183）。悟

性国家は外面的なものであり、法律制度により人格と所有の安全を保障する（§157)。市

民社会では、欲求は労働による媒介によって充足されるが、労働の抽象化と分割によって、

主観的利己心が「全ての他人の欲求を満足させるための寄与」に転化する（§198-199）。

このような連関の普遍化は富の蓄積を増大させる一方で、「他面では、特殊的労働の個別化

と融通のきかなさとが増大するとともに、この労働に縛りつけられた階級の隷属と窮乏」

もまた増大する（§243)。この結果出現するペーベル(Pöbel（藤野/赤沢訳「賤民」))は、

貧困それ自体によってよりむしろ「権利感情、遵法感情、おのれの活動と労働によって生

活を維持するという誇りの感情を失」ってしまっている（§244）ため、市民社会にとって

脅威となる。この矛盾は市民社会内部の手段では解決できない（§245）。 

 以上を前提とした上で、フーバーの理解によれば、ヘーゲルにおける「現存在への配慮」

は、まず家族、ついで市民社会の事柄であり､行政の活動は両者に対して補充的である。そ

してこの行政任務（＝広義のポリツァイ）は、(1)公共の安全についての現存在配慮（＝狭

義のポリツァイ）(2)給付的現存在配慮(3)嚮導的現存在配慮に分けることができ、これら

全てがヘーゲルの理論に位置づけられうるとされる。(2)については、公立学校は人間の現

存在のための国家の「事前配慮」であり、社会の資産によっては「ちゃんとした生活様式」

を保てない貧困者の生計維持のための「事前の配慮」も給付行政に属するとされる（§245）
18。 (3)は、需要と供給による市場の自己調整を重視した上で、にもかかわらず規律が必

要な場合国家介入が必要となる。このような「監督と事前の配慮」は、特に、市民社会の

内部的矛盾により公益や植民で国境を越えていく産業部門において必要とされる。(§

235-236,§246-249)ヘーゲルにおいて、「現存在配慮的」国家介入は、市民社会に構造的に

内在しているとフーバーは指摘する(Huber 1972:149-154)。 

(b)フォルストホフの国家観にヘーゲルが及ぼした影響はもちろん否定すべくもない

（Storost1979:157-163）が、フーバーの理解にはいささか問題がある｡現存在配慮的行政

が 19 世紀以来のものだとする彼の理解は、なるほど一つの歴史認識でありえよう。しかし

フォルストホフとは異なる｡市民的法治国のイデオロギーは「前世紀の中葉までしか（強調

松）現実価値を有しないところの社会像に属する」(Forsthoff 1938:4 参照Forsthoff 

1935:332)と述べる『給付主体』は､他の箇所も併せ読むと､第一次大戦期にこそ決定的な転

換点を見いだしていたことが伺われる19。また、「現存在への配慮」というそのものずばり

の表現は、ヘーゲルにはみられない（Scheidemann 1991:95-96）。但し、「所有と財」を「家

族の外面的現存在」(das äußerliche Dasein)と位置づけた上で、これに対する「配慮」

(Sorge)が語られている箇所（§160）はあるが、このような表現は､家族の章でも例外的で

あり、フーバーが重視する市民社会論には全く見られない。そもそもヘーゲルの「現存在

（Dasein,定在、定有）」は、フォルストホフ、そしてハイデガーやヤスパースにおいてそ

うであったように、自らの存在自体を問い直す存在者としての人間存在に限られた意味で

用いられているわけではなく、「規定され、他との関係をもつ存在」20を意味する。『法哲
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学綱要』でも、主に人間存在以外について「現存在」が語られている｡（§6、§160、§211、

§217）。「現存在」に関する限り、用語的関連は微弱であろう｡ 

(c)しかし、「（事前の）配慮」(Vorsorge)に関しては状況が異なる。『法哲学綱要』におい

て、市民社会が含む三つの契機は Ａ 欲求の体系 Ｂ司法活動 Ｃ ポリツァイ（藤野・

赤沢訳「福祉行政」。柴田 1986:103「行政」、福吉 1999:100「公共政策」）とコルポラチオ

ン（藤野・赤沢訳『職業団体』）であるが、Ｃは、Ａ、Ｂの「両体系のなかに残存する偶然

性に予め配慮」し、「特殊的利益を一つの共同的なものとして配慮し管理する(Besorgung)」

ことだとされている（§188）。市民社会においては、商取引の円滑化と計算可能性の確保

のため、共通の利益のための「一般的仕事」や共同利用のための「公益のための事業

(Veranstaltungen)」が生じる。そのために必要とされるのが、「公の威力」＝ポリツァイ

による監督と事前の配慮(Vorsorge)）である（§235、236 追加）。その課題はさしあたり、

「市民社会の特殊性のうちに含まれている普遍的なものを、もろもろの特殊的な目的と利

益をもっている大衆(Massen)を保護し安全にするための一つの外的な秩序ならびに対策と

して、実現しかつ維持する」（§249）ことである。この観点から、例えば生活必需品の価

格指定のような消費者保護策も、それら商品が「個人としての個人にというよりもむしろ、

普遍的なものとしての個人である公衆(Publikum)に提供される商品」であることに着目し

て正当化される（§236）。ここでは「普遍性」が強調されているが、救貧対策においても

やはりそれが「普遍的対策」(allgemeine Veranstaltung)であって、「主観的な援助」

(subjektive Hülfe)との区別、前者の優位性が強調されている（§242）貧困問題は、市

民社会レベルで可能な救貧対策と、解決不能の部分とに分けられる。まず市民社会は、普

遍的対策（「公営の救貧院とか、病院とか、街路照明」）を講じ、特殊的事情による主観的

援助（「貧者への施しとか、施療施設とか、聖徒像の許にあるランプの点燈」）をよりいっ

そう不要のものにしなければならない(§243)。しかし、これら事業によって市民社会の「妨

げられることのない活動状態」がいったん達成されたとしても、市民社会それ自体に内在

する構造的な問題として前述のペーベルが発生するのである。「ここにおいて、市民社会が

富の過剰にも関わらず十分には富んでいないことが、すなわち貧困の過剰とペーベルの出

現を防止するにたるほどもちまえの資産を具えてはいないことが暴露される。」（§245） 

 (d)このように、ヘーゲルの市民社会論における Vorsorge 概念は、それが、事後的な救

済としての司法に対して事前の配慮であること（柴田 1986:23,103）、個別的・主観的な援

助ではなく普遍的対策であることが強調されている。この点はフォルストホフにも共通し

ている。 

  後者から見よう。1935 年の「指導と官僚制」という論文は次のように述べる。「国民が

大衆として現れるところでは、官僚制的行政形式が必然的である。というのは、この場合、

個人や個別事例の各個的処理の可能性が失われているからである。.....もっとも手近な例

は公共的扶助である。小さい田舎町の見通しうる範囲であれば、地区の貧困者を要保護性

の程度によって扶助することが可能である。それには近隣的な任意に与えられる援助で足

りる。しかし、失業者何百万人もが保護を要するのであれば、料率表（Tarif）と官僚的供

給が不可避なのである」（Forsthoff 1935b:155）大衆化を根拠として、ヴォランタリーな

援助の限界と、官僚的処理の不可避性が強調されているのである。 

 かかる認識を前提に、フォルストホフは『給付主体』で、｢扶助｣(Fürsorge)と｢配慮｣
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(Vorsorge)の区別を採用する。「扶助」は、「個人的な窮乏状況にあるものに与えられると

ころのもの」として、現存在配慮と区別される。「現存在配慮は扶助を含むものではあるが

、その中に解消されるものではない....というのは、本書で評価したような種類の現存在

配慮は、一定の、そして本質的な意義において、属人的窮乏状況から全く独立しているか

らである」。社会的に高い地位がある者も現存在配慮的給付に依存している（Forsthoff 

1938:47）21かかる用語法は、フォルストホフ独自である。例えば近接した時期に出版され

たケットゲンの教科書では、現代人の他者依存性､救貧行政の対象拡大などフォルストホフ

と類似の認識にたちつつ、（最広義に用いるという前提の上で）｢扶助行政｣という言葉が選

択されている（Köttgen 1936:158-169）22 

 フォルストホフ自身、1935 年段階では、「現存在配慮」という用語にはたどり着かず、

「現存在扶助あるいは日常的なるもの(das Alltägliche)のための事前配慮(Vorsorge)」

という表現(Forsthoff 1935a:400)が用いられている｡ヤスパースと同じ「現存在扶助」か

ら「現存在配慮」への発展が見られるとも言えよう｡ただし、同論文における「現存在扶助」

の使用は一度だけで、その後は「日常的なるもののための事前配慮」が繰り返され、むし

ろ後者に重点があったとも考えられる23｡いずれにせよ、この両者を一つの概念に統合した

ものが、「現存在配慮」なのである。 

 

IV むすびにかえて 
  本稿の仮説は、次のようにまとめられる。フォルストホフの「現存在配慮」論は、大衆

社会化によりもたらされる不安ないしリスクによる秩序の動揺可能性を踏まえ、官僚制的

な数量的＝大量的処理によるその安定化の必要性24を重視したものであった。しかし、「現

存在」という語に現れているように、その安定は即自的な価値を有するものとしても完結

的なものとしてもとらえられず、より高次の「何か」が希求され続けていたのではないだ

ろうか。そのような二重の意味で「危機の時代」の理論25を、論者が戦後も維持し続けた

こと26は示唆的である。 

（追記）前述＊＊頁で述べたフォルストホフ発言に関して、本稿草稿を高覧に供した上で

高田敏教授に質問したところ（2000 年 4 月 28 日）、(1)上記の点をフォルストホフから聞

いたのは、高田教授がハイデルベルグ滞在中の 1965 年と思われる。ゼミナールのような場

ではなく、個人的に聞いた。 (2)その時の印象としては、ヤスパースの概念を借りて自分

流に発展させたというよりは、全く独立して考案したという趣旨に受け取った。(3)あくま

で推測であるが、仮にハイデガーと関連があったとしても、ナチス関与の問題からそれを

認めるのははばかられたのではないか。これに対して同じハイデルベルグ大学にいたヤス

パースの声望は当時大変高かった という趣旨のお答えを頂いた。貴重なお時間を割いて

下さっての重要な証言にこの場を借りて感謝する次第である。 
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1 Daseinsvorsorge の訳語としては、｢生存配慮｣（高田 1993:200、中富 1983:248）｢生活

配慮｣（山田 1957:112、成田 1966:141）などが一般的（塩野 1989：292(初出 1960)は「生

活手段の供給」とするが、1989：216(初出 1972)では｢生活配慮｣）である。特に実存哲学

との関係での同時代的文脈を強調する意図で、本稿ではあえて「現存在配慮」と訳した（既

に松 1999：221-225 で使用）が、一般的にこの語の使用を主張するものではない。特に、

この概念が人口に膾炙し、創始者とその時代との関連が薄らいだ第二次大戦後についてこ

の語を用いる理由は原則的にはないと考える。 
2 連邦憲法裁判所の最近の判例は、私立学校用地を指定した地区詳細計画を実現するため

の土地収用に関して、連邦建設法（本件当時）85 条以下による収用は都市建設起業目的に

限られるが、「地域の学校や幼稚園の設立は、部門計画法の対象ではなく、都市建設計画に

よる市町村の Daseinsvorsorge の中核領域である」と述べて、憲法上の問題はないとする。

（BVerfG, 1 BvR 1367/88 vom 18.2.1999, Absatz-Nr.19, http://www.bverfg.de/）  
3 Forsthoff 1938 のかなりの部分は、Forsthoff 1959 にそのまま再版され、「現存在配慮」

概念は彼の『行政法教科書』(Forsthoff 1973）でも強調されている。 
4 従来少なからぬ論者が、第３のみを現存在配慮概念の内容と解してきた（塩野1989:302、

高田 1993:201、原野 1972:242、村上 1983:82、Meyer-Hesemann 1981:87。松 1999:222

もそれを前提）。しかし、フォルストホフは、本文の３機能を挙げた上で、「第３として挙

げた機能のみ、従ってここで現存在配慮と呼ばれるものの一部分のみが今後の考察の対象
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となる(Nur die unter Ziffer 3 gekennzeichnete Funktion, also ein Ausschnitt dessen, 

was hier Daseinsvorsorge genannt wird, soll den Gegenstand der weiteren Überlegung 

bilden)」と述べる。つまり、現存在配慮概念それ自体は広義にとらえた上で、以後の叙述

を行政法学にとってレレバントな第三カテゴリーに限定するというのが論者の意図なので

ある。ちなみに別の箇所でフォルストホフは、現存在配慮の行政法ドグマーティクにとっ

ての重要性を説いた上で、「しかし詳細にみると、上で記した現存在配慮の三機能は、まっ

たく多様な法的特徴を与えている。….また、現存在配慮のうち本研究で論じた部分は、他

の種類のそれとは全くもって区別されるべきなのである」(Forsthoff 1938:46)と、明らか

に広義の理解を示している。狭義の理解は、前掲引用部の本稿と異なる解釈("was"の指称

する対象)によるものであろうか。とはいえフォルストホフの関心が第三カテゴリーに集中

しているのは事実である｡『給付主体』の叙述も専らそれのみであるし、Forsthoff 1973

では、Daseinsvorsorge概念が 20 箇所で用いられている(索引による)が、明確な定義は一

度も示されぬまま、第三カテゴリーに近い内容が前提とされている。 
5 本稿は Forsthoff 1938 に加え、同書序文で著者がその原型であると語る 1935 年の２論

文(Forsthoff 1935,1935a)もしばしば利用する。 
6本稿は､以下のような重大な限界を伴っている。第一に､本稿が言及するハイデガー、ヤス

パース、ヘーゲル等の論者について、筆者はよい場合でも通り一遍程度の知識しかもたな

いのが実態であり､叙述が不十分であったり誤りを犯している可能性が高い｡言うまでもな

いが、本稿は、それら論者自体の理解に関して、いかなる新たな知見を付け加えるもので

もない。本稿に何らかの価値があるとすれば、それは、筆者がその意味を分析し得ないま

ま提示した資料的な部分やこれまであまり紹介されてこなかったanecdotalな部分である

かもしれない。それが将来より適任者がより有意義な作業を行うためのたたき台となれば

望外である。 

第二に、本稿には、フォルストホフが引用している論者を網羅的に検討し､周到な文献比

較を行うシャイデマンの学位論文(Scheidemann 1991)という重要な先行業績—問題はある

(Stolleis 1999:367 Fn.86)にせよ—が存在する。実のところ本研究は、同書の研究成果を

逐一検証する作業から出発したものである。本稿は少なからぬ点において同書と異なる見

解にたどりついてはいるが、検証しえたのは同書がとりあげた論者の一部にとどまるし、

逆に同書が扱っていない論者との比較検討作業はほとんど行っていない。その意味で本稿

は、方法的独自性を主張しうるものではない。学恩ある金子宏先生に、実質的には研究ノ

ートないし論点メモに過ぎないこのようなものしか献呈できないのは恥ずかしい限りであ

るが、先生と読者のご海容を乞うばかりである｡  
7 なお本稿の草稿段階では、ヴェーバーの専有配当(Appropriation)概念、合法的支配論と

フォルストホフの関係も検討していたが、紙数の都合で断念した。この点に関しては別稿

を予定している。 
8 角松 1999 に対する同書編者のコメント（納富/溝口 1999:19）参照。 
9 "Gefahr für Alle", Der Spiegel 1960,Nr.41,S.74-76。なお後述「追記」参照。 
10 但し、ユダヤ系の夫人を持つヤスパースは､1937 年に教授職を追われていたため、少な

くとも『給付主体』については引用不在は十分説明可能ではある。 
11 Scheidemann 1991:20 は、Daseinsvorsorge 概念の典拠として脚注でヤスパースとフォ

ルストホフを並べる 1956年のベッカーの国法学者大会報告(VVDStRL 14 S.110 Fn.68)を
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読んで、フォルストホフがヤスパースに初めて接したのではないかという可能性を指摘（結

論は懐疑的）する。なお、前述のイプセン証言は他ならぬ国法学者大会の回顧論文中のも

のである以上、当然右のベッカー脚注を踏まえている。だとすればこの証言の意図は、お

そらくヤスパースとの関係を指摘することにあるのではなく、むしろ逆に、高田敏に述べ

たようなフォルストホフの本意を婉曲に述べたものと理解するのが妥当ではないか。 
12 ただし、「本来の人間の現存在世界」と「普遍的な現存在機構」を対比する用語法も見

られる(Jaspers 1999:38(59 頁) 
13 ハイデガーにおける現存在の二つの存在様態として「非本来性」と「本来性」との区別

（Heidegger 1993:43（邦訳 122 頁））、その「実存」との関係もパラレルにとらえられる

であろうが、到底筆者のよく整理しうるところではない。 
14 この点で、フォルストホフが「国家と経済による人間への供給の全く積極的な像を描き

出す」点でヤスパースと対極的だというシャイデマンの見方（Scheidemann1991:26）に

は、直後の引用部分（Forsthoff 1938:13）の理解も含め、疑問がある。 
15 上述＊＊頁の訳語にあわせた。 
16 ヤスパースの場合、「国家」｢精神的創造｣（Jaspers 1999:76(115 頁)少なくとも 1935
年段階のフォルストホフでは「指導」がその役割を担っていたと思われる(Forsthoff 1935b)。 
17 ハイデガーの「不安」分析について Heidegger 1993:184-191（邦訳 320-330） 
18 §245 が､社会国家へとつながる原理を示すとまでフーバーは言うが､強引である。ヘー

ゲルのこの節の趣旨は、むしろ救貧対策の困難さに重点がある（参照、川本 1989:424-426、
柴田 1986:103-105）。またここでは、”Vorsorge”概念は用いられていない。 
19 フーバーがこのことに無自覚であったとは到底考えられない。あるいは同論文は、フォ

ルストホフへの確信犯的批判だったのだろうか｡ 
20 平凡社哲学事典(1971 年)964 頁。参照､ヘーゲル 1996:§90、§91 補説 
21 ハイデガーにおいて Fürsorge（「顧慮的な気遣い」）概念は、「共現存在」としての他者

に対するものであるが、そこでは、社会事業一般を指すこの語の日常的語義（「現事実的な

社会施設」(faktische soziale Einrichtung)）は決して無視されていない。そしてそのよう

な社会事業が差し迫って必要になるのは、現存在相互の日常的無関心（顧慮的な気遣いの

欠損的諸様態）によるものだとされる。また、食物や衣服について、病体についての「気

遣い」はそれ自体としては事物的存在者に対する「配慮的な気遣い」(Besorgen)でありつ

つ、やはり Fürsorge であるとされる(Heidegger 1993:121(邦訳 232-233 頁))。やや飛躍す

るが、Fürsorge 概念に内在するこのような面を拡大すれば、フォルストホフの Vorsorge
に至るとは言えないか。 
22同書の意義について､Stolleis 1999:359,Meyer-Hesemann 1983:145-151(邦訳 219-226)
なお、同書 S.133 は Forsthoff 1935a を引用し、他方 Forsthoff 1938:2 は同書第二版を引

用している。内容的に見ても、相互影響が推察される｡ 
23 ハイデガーにおける｢日常性｣(Heidegger 1993:117f.(邦訳 226 頁以下))との関連を推測

するのも全く不可能ではない。 
24 Daseinsvorsorge が、「数値によって大衆を把握し非動態化し支配する」ことを問題視

していたコルンの所論（前述  頁）は、（ハイデガー解釈としてはともかく）フォルスト

ホフを読まずしてその本質をかなりとらえていたのではないか。  
25 その意味で、本稿では論じえなかったが、戦前のフォルストホフの伝統的保守と距離を

置く「保守革命」派的な要素を重視すべきではないかと思われる。さしあたり、ジェフリ

ー・ハーフが定式化した「反動的モダニズム」（ハーフ 1991）という理念型が彼によく当

てはまるのではないかと推測しているが、その技術観を含め、なお検討を要する。 
26 フォルストホフを含むドイツの青年保守主義と新保守主義との連続性を指摘する

Habermas1985:40-42（訳書 52-56 頁）参照。 
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＊著者の厚意により桑原勇進「フォルストホフ『全体国家論』」（東京大学大学院法学政治

学研究科修士論文、1991 年 3 月、未公表）を提供され、本稿全般にわたって参照した。 
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