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ハイデガー研究における分析哲学の受容史とその舞台裏
山崎 諒1

はじめに
私たちと世界とのアクセスはどのようなものであり、そのさい「いみ」2はどのような役割を果たして
いるのだろうが——きわめて粗雑ではあるが、こうした問題系は、いわゆる「分析哲学」と「現象学」に
とっての中心的な問題をなしていると云ってよいように思われる。哲学史のなかではしばしば「水と油」
のように描かれることも多い両思潮だが、それでも両者のあいだをつなごうとする議論はすでに一定の
蓄積をもっている。本稿では、とりわけ世界へのアクセスとしての「指示」にまつわる問題を軸にして、
アメリカ西海岸で生じた分析哲学と現象学（フッサール解釈、ハイデガー解釈）の交流を検討し、いわば
その「舞台裏」とでも云うべきものを明らかにすることを目指す。またさらに、とくにそうしたハイデガ
ー解釈からどのような積極的な道筋を取りだすことができるのかも検討していきたい。
本稿はまず第一章で、分析哲学における「指示の理論」の展開をごく簡潔に瞥見する作業を行い、そこ
では「指示」と「いみ」の関係が、さらには「いみ」そのものの正体が問題となっていることを確認する。
そのうえで第二、三章では、アメリカ西海岸における分析哲学と現象学の交流について、それぞれ D・フ
ェレスダールと H・ドレイファスの二人に焦点を当てて検討していく。それによって明らかになるのは、
以下の次第である。すなわち、ドレイファスのハイデガー解釈はそのフッサール解釈を下敷きにしている
こと、ドレイファスのフッサール解釈はフェレスダールのフッサール解釈を下敷きにしていること、フェ
レスダールのフッサール解釈は、クワインの批判を縁にした「指示」にまつわる問題意識とそれとの格闘
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ログラム（JPMJSP2123）の支援を受けたものである。
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分析哲学においても現象学においても「いみ」という名で呼ばれるものはかくも中心的なものでありながら、その正体

が掴みづらいものもない。とくにここ半世紀の「指示の理論」においては、フレーゲ的な Sinn がどのような身分をも
ち、どのような機能を果たすのか——私たちの理解の相関者にすぎないのか、世界との通路づけを果たしてくれるものな
のかなど——といったことが（あらためて）問題になっているように思われる。そしてまた——そうした分析哲学方面で
の議論の影響も一部で受けるかたちで——現象学界隈においても、たとえばフッサールの「ノエマ」やハイデガーの「存
在（Sein）
」といった、その形成史に幾許か Sinn の影響が垣間見られる概念についても、本稿がこれから見ていくよう
に、議論が重ねられているように思われる。それゆえ本稿では、便宜上それらの諸概念を中立的に「いみ」という名で呼
ぶことを試みる。

1

ハイデガー・フォーラム 第 17 回大会（2022/9/18（日）
）

を下敷きにしていること、この三点である（第二章、第三章）。さらにそのうえで本稿は、そうしたドレ
イファスの議論から、どのような積極的な論点を取りだすことができるのかを検討していく。本稿の見る
ところ、ドレイファスは記述的（ソータル的）なものに留まらない「いみ」の要素をハイデガーのなかに
見いだしていながら、それを活用しきれていない。そこで本稿は締めくくりとして、そうした「いみ」の
方向性が、初期以来のハイデガーがフッサールの「本質的に偶因的な表現」
（「指標辞」を含む表現群）の
議論を検討するなかに見てとられるのだと示唆することにしたい（第四章）
。

1. 指示の理論——「指示」と「いみ」の関係
分析系の議論のなかで「指示の理論」をめぐる大論争に火がついたのは、おおよそ 1960 年代頃からの
ことだとまとめることができるだろう 3 。それは、それまでのパラダイムとなっていた「記述主義
（Descriptivism）」4に叛旗を翻しはじめる論者たちが登場してきたことによるものである。「単称主義
（Singularism）
」5とも呼ばれるそうした論者として、S・クリプキ、K・ドネラン、D・カプランらの名
前を挙げることができるだろう6。こうした「記述主義」と「単称主義」の対立の核心は、
「人間はいかに
して対象とかかわるのか、という極めて原理的かつ壮大な問題関心」なのであり（成瀬 (2016), 22）、ま

3

「指示の問題」をめぐる概説としては、たとえば以下を参照せよ: Devitt (1989); Lycan (1999); 飯田 (1995). とくに

Devitt (1989) は混同されがちな「単称主義」の諸主張を整理・批判するものであり、啓発的なものである。
4

クリプキが「フレーゲ＝ラッセル的見解（Frege-Russell view）
」と呼んだことからこの名前が使われることも多いが（cf.

Kriple (1980), 27）
、それ以降フレーゲを再解釈する「新フレーゲ主義」が別の立場として登場していることも踏まえて、
ここでは「記述主義」という中立的な名称を採用しておく。また、こうした「記述主義」を洗練させた立場の擁護者とし
て、J・サールが挙げられる（cf. Searle (1958)）
。
5

こうした動向は「直接指示の理論」や「新しい指示の理論」とも呼ばれるが、場合によってはこれらの名称はミスリー

ディングなものとなりうることを指摘しておく（cf. Devitt (1989); Recanati (2012), 13）
。また、しばしば「第二世代」とも
呼ばれる論者として、H・ウェットスタイン、J・アルモグ、N・サーモンといった「新ラッセル主義」と呼べる一派がい
るほか、J・マクダウェル、G・エヴァンズ、F・レカナティといった「新フレーゲ主義」と呼ばれる論者たちも存在す
る。とくに「新フレーゲ主義」については、現象学の領域（フッサール解釈、ハイデガー解釈）においてもその知見を活
用しようとする論者がいることは特筆に値するが、本稿では紙幅の都合上あつかうことができない（cf. 荒畑 (2009a),
(2009b); Beyer (2000); 成瀬 (2015)）
。
6

ただし、それぞれが焦点を当てている言語現象は微妙に異なっている。クリプキは主として「固有名」のふるまいを問

題にし、ドネランは「確定記述」の（帰属的用法にたいする）指示的用法を、カプランは「指標辞」を問題にしている
（cf. Donnellan (1966); Kripke (1980); Kaplan (1989)）
。

2

ハイデガー・フォーラム 第 17 回大会（2022/9/18（日）
）

た、
「大雑把に云えば、二十世紀の言語哲学と心の哲学の歴史は、単称主義と記述主義のあいだの論争を
中心にまわってきた」とすら云われるのである（Recanati (2012), 5）
。
これらの諸動向が軸としていることのひとつは、単称名辞による指示——ひいては人間と対象とのか
かわり——にとって「いみ」がどのような役割を果たすのか、ということであると云える。より具体的に
は、「Sinn が Bedeutung を決定する」
（
「いみ」が指示を決定する）という原理をどのように考えるかとい
う問題（そしてさらに、そもそも Sinn とはどのようなものなのかといった問題）であると云ってよいだ
ろう。よく知られているように、Sinn と Bedeutung は、G・フレーゲが導入した概念対である。フレーゲ
がこの区別を導入するのは、同一の指示対象をもつ二つの名辞「a」と「b」をつかった、
「a = a」と「a =
b」という二つの形式の同一性言明のあいだに、どうして「認知的価値」の違い生じうるのか（前者は分
析的だが後者は綜合的に見える）を説明するという脈絡である。つまりフレーゲは、同一である指示対象
としての Bedeutung にたいして Sinn が異なるがゆえに、両者のあいだには認知的価値の違いが生じると
するのである。
フレーゲが実際のところ固有名の Sinn についてどう考えていたのかは見解の割れるところではあるが、
長らく有望な路線のひとつと目されてきたのは、Sinn を「記述（の束）」と同一視することである。そう
なると、最終的に（固有名にかんしてすら）
「記述的 Sinn が Bedeutung を決定する」という原理が考えら
れることになる。これこそが、
「記述主義」と呼ばれる立場の基本的な枠組みである。たとえば、
「アリス
トテレス」という固有名の Bedeutung が何であるかは、
「古代ギリシアの哲学者である」、「アレクサンド
ロス大王の家庭教師である」などの記述的 Sinn の連言（ないし選言）によって、それを充たす唯一の対
象というかたちでシングル・アウトされることになるのである7。だが、こうした発想はしばしば、私た
ちのアクセスが Sinn に媒介されたものでしかない——対象そのものに届かない——という「間接指示」
とされ、さらには「観念論」の色合いをもつものとされてきたのである。
だが、こうした標準的な理論にたいする反発が芽生えてきた。それが「新しい指示の理論」や「直接指
示の理論」とも呼ばれる「単称主義」である。こうした立場によれば、
「記述的 Sinn が Bedeutung を決定
する」というのは普遍妥当的な法則ではなく、固有名や指標辞といったものによる私たちと世界とのアク
．．．
セスは、記述を介する必要のない直接的なものだとされることになる。たとえばクリプキは『名指しと必
然性』のなかで、従来の「記述主義」にたいして、ある語に結びついた記述が指示決定にとって必要条件
でも十分条件でもないということを示し8、固有名を「（当該の対象が存在する）あらゆる可能世界で同一

7

こうした原理にもとづく理論には、たとえば指示対象をもたない「空名（empty name）
」の有意味性にかんして有望な

説明が与えられるという利点があった。つまり、指示対象をもたないような名前は、実は「名前」ではなく（偽装され
た）
「確定記述」なのであって、それゆえに、それによって指される対象が存在しなくとも有意味になりうるのである。
8

記述が必要条件でないのは、たとえば「キケロ」という名前にひとびとが「ローマの有名な演説家」という記述しか結

びつけていない場合、それでは（他の演説家ではなく）キケロそのひとをシングル・アウトするにはまったく不十分であ
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の対象を指示する」という「固定指示子（rigid designators）」として考えることを提案したのである。クリ
プキによれば、たとえば「アリストテレス」は、この現実世界で何らかの「命名儀式」でアリストテレス
を指示するものとして固定されてしまえば、あらゆる可能世界で——突きつめれば私たちがアリストテ
．．
レスについて知っている記述の（ほぼ）すべてが偽になるような可能世界でも——そのアリストテレスを
指示しつづけることになるのである。
以上が「単称主義」と「記述主義」のごく大雑把な概略であるが、ここで、本稿の以下の議論にもかか
．．．． ．．．．．
わる指摘をひとつしておきたい。それは、以上のような「指示」をめぐる議論は、たんなる「言語デバイ
． ．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
ス」についてのものではなく、私たちの世界へのアクセスそのものにかかわる議論になっているというこ
とである。それは、しばしば「記述主義」が「観念論」の色彩を帯びるということからも見てとれる。こ
．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．． ．． ．．．
のふたつの教説を結びつけているのは、
「世界へのアクセスは（何らかの仕方で言語的な）
「いみ」を本質
．．．．．．．．．
的に組み込んでいる」という想定だと思われる。
「記述主義」はあくまで単なる言語的なデバイスがどう
機能するかについての話であると解すれば、言語的なものによらない直接的なアクセスを何らか確保し
てやれば、それで「観念論」の登場を阻止することができるかもしれない。だが、そのような方策を手放
しで受け入れることには一定の懸念が存在するし9、とりわけ現象学における「いみ」の重要性に鑑みた
とき、私たちはまったく何らの「いみ」も介さずに世界にアクセスしているのだと云ってのけることに
は、
（とくにハイデガーにおいては）おおきな躊躇いが生じるだろう。実際たとえば、フッサール解釈だ
と、フェレスダールは「ノエマ」をフレーゲ的な Sinn の拡張と見なすことで10、また、ハイデガー解釈だ
と、ラフォンは「
〈として〉構造の普遍性」を主張することで11、件の想定を置いているのである。だが一
方で重要なのは、
「単称主義」において「いみ」がお役御免になるのかどうか、そもそも「いみ」とはど

るにもかかわらず、私たちはこの固有名をちゃんと使えている（
「キケロ」によってキケロを指示している）と考えられ
るからである。他方で十分条件でないのは、たとえば「ゲーデル」について「完全性定理を証明したひと」という記述を
結びつけている場合、その記述はたしかにある対象を一意に選びだす力能をもつものではあるが、かりに完全性定理の証
明をしたのがゲーデルではなく見知らぬドイツ人シュミットであり、実はゲーデルは剽窃を働いていたのだということが
判明したのだとしても、
「ゲーデル」はシュミットではなくゲーデルを指示すると考えられるからである（cf. Kripke
(1980)）
。
9

実際、一時期のラッセルが「論理的固有名」や「センス・データ」をもちだして模索していたのは、そのような実在論的

な方策であったと云える。だが、そのような「直接的なアクセス」なるもの自体の疑わしさもまた、現代においてはひろ
く知られているものであるように思われる。そのような懐疑ならびに批判を鋭く突きつけたのは、W・セラーズによる「所
与の神話」の議論であろう。
10

Cf. Føllesdal (1969), 681.

11

Cf. Lafont (1994), 79.
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ういうものなのか——たとえば具体的には、フレーゲ的な Sinn が記述的なものに尽きるものなのかどう
か——ということもまた、ひとつの大きな問題になってきたということである12。
もちろん本稿には、これらの分析哲学の一大問題に決着をつけることを目指すつもりは毛頭ない。ここ
では「記述主義」と「単称主義」にかんする以上の粗雑な概略に留め、次章ではアメリカ西海岸での現象
学解釈が、そうした「指示」の問題の影響下にあったということを歴史的に明らかにしていきたい。

2. フェレスダール——分析哲学と現象学の交錯
分析的な風土のなかで現象学（フッサール、ハイデガー）を受容する一派は、およそ半世紀ほど前から
アメリカ西海岸でおおきく展開していった。
「西海岸の現象学者たち（West Coast Phenomenologists）」
とも呼ばれるそうした一派には、たとえば D・フェレスダール、H・ドレイファス、D・W・スミス、R・
マッキンタイア、T・カーマンらといった研究者たちが含まれる13。本稿がまず注目するのは、D・フェレ
スダールが及ぼした影響である。ノルウェー出身のフェレスダールは、W・V・O・クワインの弟子とし
て「指示の理論」における最初期の重要人物になっているだけでなく、ドレイファスや D・W・スミス、
マッキンタイアの師として「ノエマ論争」の火付け役となり、さらにドレイファスのハイデガー読解にも
大きな影響を与えた人物なのである。

2-1. 指示の「透明性/不透明性」
フェレスダールが 1961 年にハーヴァードのクワインのもとで提出した博士論文は『指示の不透明性と
様相論理学』
（Referential Opacity and Modal Logic）というタイトルであり、クワインが様相論理学に加え
てきた批判にたいして、
「指示」にかんする観方を根本から変えることで応答するものになっている14。
クワインの批判の骨子は、様相的な文脈が「普遍的代入可能性」の成り立たない——つまり、ある文に含
．．
まれる表現を同じ指示対象をもつ別の表現で置き換えても真理値が保存されるわけではない——「指示

12

Cf. Devitt (1989); Evans (1982); McDowell (1977); Recanati (2012).

13

Cf. Yoshimi et al. (2019). 同論はフッサール受容を中心に西海岸での現象学研究の動向を整理した有益な論文である。

14

フェレスダールの博士論文がクワインによって高く評価されているものであることは、
『論理的観点』第二版の序言に

おいて、同版での改訂の主要因として同論が名指しで挙げられていることからも窺える（cf. Quine (1980), vi）
。
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的に不透明」なものであり15、だからそういった文脈への内部量化が意味をなさないということにある16。
フェレスダールは、こうした批判を深刻なものと見なしている。つまり、この批判は論理的な様相のみな
．．．．
らず、あらゆる非外延的な文脈に適用される壊滅的なものなのであり、それゆえ、フェレスダールからす
れば、そういった文脈についての理論を組み立てるには、クワインの批判に応答することが是非とも必要
となるのである17。
フェレスダールは、
「指示的な不透明性」が生じるのは、
「Sinn が Bedeutung を決定する」という原理が
「固有名」
、
「一般名辞」
、
「文」のすべてに同列に適用される「一種意味論（one-sorted semantics）」が原因
であるとして、「固有名」とそれ以外の表現の意味論的なふるまいを区別する「二種意味論（two-sorted
semantics）
」を提唱する。フェレスダールにとって「固有名」は「純正単称名辞（genuine singular terms）」
であり、その Bedeutung は Sinn によって決定されているわけではないのである——「ある対象について
何ごとかを述定するためには、いかなる述定をも明白に使うことなく当の対象を指示することができな
ければならない」
（Føllesdal (1986), 101）
。そうした「純正単称名辞」は、
「（対象が存在する）あらゆる可
能世界で当該の対象を指示する」表現であり、これは、クリプキがその約十年後に提示した「固定指示子
（rigid designators）
」に先立つものになっているのである。

2-2. フッサールの「フレーゲ的解釈」
さて、以上のような背景をもちつつ、フェレスダールは 1960 年代以降フッサールの「ノエマ」概念に
かんする「フレーゲ的解釈」
（西岸解釈）を提唱し、いわゆる「ノエマ論争」の火付け役となっていった。
フェレスダールの読解によれば、フッサールの「ノエマ」はフレーゲの「Sinn」を言語的な作用からあら
ゆる作用へと拡張したものであり、志向性が向かう「対象」とは存在論的に区別される「内包的存在者」
であって、意識はこうしたノエマに媒介されることで対象に関係することができるのである18。

15

こうした「普遍的代入可能性」の問題は、様相的な文脈だけでなく、信念などの命題的態度を伴う文脈にかんして生じ

る認知的価値の問題と同型である。いろいろと古典的な例ではあるが、「クラーク・ケントが助けてくれたと信じている」
と「スーパー・マンが助けてくれたと信じている」という二つの文を考えてみよう。このとき、
「クラーク・ケント」と「ス
ーパー・マン」の指示対象は同一（！）だが、発話者が「クラーク・ケント＝スーパー・マン」という同一性知識をもって
いるかに応じて、二つの文の真理値は異なりうる。
16

Cf. Quine (1980), Ch. 8.

17

Cf. Føllesdal (1961/2004); Føllesdal (1986), 100 f., etc.

18

Cf. Føllesdal (1969). また、こうした「フレーゲ的解釈」ないし「西岸解釈」にたいしては、いわゆる「東岸解釈」から

猛烈な批判が加えられてきた（cf. Drummond (1990)）
。
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だが、こうした解釈はフッサールにたいして「記述主義」
（ないし「一種意味論」）を帰するものである
ように思われる19。実際フェレスダールは一部で、フッサールのあつかう「作用文脈」が「不透明」であ
るということを認めている20。現象学的な分析にとって欠かすことができない「作用文脈」もまた「指示
的に不透明」であるならば、それもまたクワインによる批判の餌食になりかねない21。そして、まさにこ
うした「指示の透明性」にまつわる問題こそ、フェレスダールの解釈を（まったく純正にというわけでは
ないが）引き継いだドレイファスが、いわばフッサールの限界だと見てとった事柄にかかわっているので
ある。

3. ドレイファスのフッサール解釈とハイデガー解釈
本章では、ドレイファスの現象学（フッサール、ハイデガー）解釈が、フェレスダールの問題意識と解
釈に大きな影響を受けるものであり——フッサールの知覚論にかんするドレイファスの博士論文を審査
したのはフェレスダールであった22——、そうした影響のもとで「フッサール vs. ハイデガー」という構
図が出てきているということを示していく。先んじて述べておけば、ドレイファスはフェレスダールのフ

19

本稿では触れることが叶わないが、しばしばそう想定されるのと違って、
「フレーゲ的解釈」は一枚岩的にフッサール

に「記述主義」を帰する教条集団なのではない。たとえば D・W・スミスやマッキンタイアは——最終的にフッサール現
象学全体と相容れないものであると判定を下すことにはなるが——。フッサールのなかに明らかに「単称主義」の要素を
見てとっている（cf. D. W. Smith & McIntyre (1982); McIntyre (1982); D. W. Smith (1982)）
。とくに D・W・スミスは、
『論理
学研究』における「本質的に偶因的な表現」に着目し、それがカプランによる「指標辞」の分析に類似したものであると
主張している（cf. D. W. Smith (1982); see also D. W. Smith (1981)）
。
20

Cf. Føllesdal (1972), 422 f.: 「フレーゲが触れているこうしたタイプの文脈〔sc. 不透明な文脈〕はすべて、私たちなら

「作用文脈」と呼びうるようなものである。つまり、
「～と信じている」
、
「～と知っている」
、
「～と考えている」
、
「～と
喜んでいる」
、
「～と願っている」
、
「～と心配になっている」といったものである。現象学者が正しいとしたら、私たちは
．．．．
たくさんの文脈をこのリストに加えることができるし、結果としてすべての作用文脈が含まれることになるだろう」
。
21

フェレスダールの（半世紀以上の歴史をもつ）フッサール解釈はつねに一貫したものであるとは云えないが、初期のフ

ェレスダールはフッサールに「二種意味論」を認めるのではなく、
「指示のシフト」にもとづく A・チャーチの論理体系
を活用することで問題を解決しようと試みている（cf. Føllesdal (1982)）
。実のところチャーチの議論は、フェレスダール
にとって博士論文以来「二種意味論」に訴えることなくクワインの批判を回避する有望な手立てのひとつだと見なされて
いるのである（cf. Føllesdal (1961/2004), Appendix II）
。なお、近年のフェレスダールは、フッサールに「一種意味論」を帰
することに否定的になっているように思われる（cf. Føllesdal (2006)）
。
22

Cf. Yoshimi et al. (2019), 369.
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ッサール解釈を受け、フッサールに「指示の透明性」ないし、
（とくに知覚の場合の）世界への直接的な
アクセスを説明することができないと判定を下し、ハイデガー解釈においてふたつの戦略で「直接性」を
取りもどそうとしているのである。

3-1. ドレイファスのフッサール解釈
ドレイファスによるフッサール解釈ならびに批判が比較的よく見てとれるのは、1982 年の「フッサー
ルの知覚ノエマ（Husserl’s Perceptual Noema）
」という論文である。そこでドレイファスは、
『論理学研究』
におけるフッサールがフレーゲ的なモデルで「知覚作用」も考えるさい、知覚がもつべき（だとドレイフ
ァスが考えている）
「指示的な透明性」が説明できないということに問題を見てとる。ドレイファスの見
立てでは、フッサールは、表意作用に特徴的な「対象の実在に関係なく意味を理解できる」という性質を、
．．．．．．．．．．．
知覚を含むあらゆる作用にも拡張しているのである23。だが、ここで問題が生じてくるとドレイファスは
考える。そのようにして知覚作用にも相関者としての意義——対象志向を可能にするもの——を認める
と、知覚作用（充実作用）が「指示的に不透明」だということになってしまうが、ドレイファスにとって
それは受け入れがたいことなのである24。実際、フッサールも充実作用は直接的だと考えてはいるとドレ
イファスは述べる。だが、そうであるためには、充実作用にふたつのフェーズを認めなければならなくな
る。つまり、対象の実在と無関係に記述的な特定をなす作用と、対象を感性的に呈示する作用（これが前
者の作用を充実したりしなかったりする）のふたつを区別できなければならないことになるのである。と
いうのも、前者の要素が欠けてしまえば、充実が何の充実だかわからなくなるからである25。だが、この
ような区別ないし分離可能性を認めてしまえば、無限後退が避けられなくなるとドレイファスは考える。
かくしてドレイファスは、
『論理学研究』のフッサールには充実作用（知覚）の「指示的な透明性」や、
対象への直接的なアクセスを説明できないと主張するのである——「それゆえフッサールは、自身の一般
的な志向性観を守るために、知覚を指示的に不透明なものとして〔…〕扱わざるをえない」
（Dreyfus (1982),
108）
。
こうした議論からドレイファスはさらに、この問題を前にしたフッサールが自身の志向性理論にとっ
て忠実でありうる唯一の方途が、
「還元」によって直接性や透明性の説明を放棄する「超越論的観念論」
への転向だったのだと解釈するのである。そして、それはドレイファスにとって、
「指示の透明性」を説
明する見込みが『イデーン I』のフッサールの中に残されていないということを意味していた。かくして、
ドレイファスによってフッサールは、
「世界」のありさまとは独立した「心」に内在する表象的・命題的

23

Cf. Dreyfus (1982), 99.

24

Cf. Dreyfus (1982), 103.

25

Cf. Dreyfus (1982), 103.
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内容が、私たちの「心」と「世界」のアクセスを媒介するという「表象主義」を体現するものと解されて
いく。そして、そのような描像への強力な対抗者としてハイデガーがもちだされていくことになるのであ
る。フェレスダールの言葉を借りれば、ドレイファスの構図はつぎのようなものになっているのである—
—「一方では、表象の媒介によって主観が客観に関係するという、デカルトとフッサールの伝統的な認知
主義的な観方があり、他方では、暗闇を引き裂いて物事を正しく見えるようにしてくれている人物——つ
まりハイデガーがいるのである」
（Føllesdal (2000), 251）
。

3-2. ドレイファスのハイデガー解釈——「直接性」のための二つの議論
フッサールへの批判から見たとき、ドレイファスのハイデガー解釈はどのように映るだろうか。ドレイ
ファスがフッサールに見てとっていた問題点は、
『論理学研究』から『イデーン I』にいたるまでのその思
．．．．．．．．．．．．
索のなかに、世界との直接的なアクセスを捉える術が欠けているということにあった。それを背景にする
と、ドレイファスのハイデガー解釈は二つの段階でそうした「直接的なアクセス」を見てとるものである
と云える。ひとつは「実践的全体論」にもとづく「デフレ的実在論（deflationary realism）
」であり、い
まひとつは「頑強な実在論（robust realism）
」である。これらの方策は、いうなれば「直接性」が含む
ふたつの側面に対応するものであるとまとめることができよう。
すなわち、前者の「デフレ的実在論」は、個別的な心に内在する表象的・命題的内容（充足条件、ノエ
マ）の代わりに、共有されたふるまいの背景を基盤に据えることによって、独立した「主観/心」と「客
観/世界」という枠組みを失効させるものである。つまり、私たちの「心」と「世界」という二項対立を
立てたうえで「ノエマ」や「表象的媒介」によって架橋しようとする発想自体が無効化されているのであ
り、これによって私たちは、
「心」と「世界」のあいだの全面的依存関係にかんする問いを立てることが
なくなる。かくしてドレイファスは、世界にかんする単一の正確な記述が存在しないということを認めな
．．．．
がらも、それぞれの実践的・文化的共同体のなかで触れられる世界がそのまま「実在」なのだとする立場
をとるのである。ここで注目したいのは、同論でのドレイファスは、私たちの個々のふるまいに先立つ実
．．．．．
践的な（そして言語的な「いみ」の源泉となる）
「背景」の寄与を積極的に認めるがゆえに、日常性にお
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．． ．． ． ．． ．．．．．．．．．
ける「指示」は「記述」によって決定されるという観方をとっているということである26。
「日常的な指示
はゆるく記述と呼びうるようなものの手を借りて生じている」（Dreyfus & Spinoza (1999), 64）27。
．．．．．．
他方で後者の「頑強な実在論」は、上記のような「デフレ的実在論」を超えて、私たちのあらゆる実践
．．．．．．．．
．．．．．．．．
から独立した宇宙ならびにそこへのアクセスを想定するものである。ここで問題になっているのは、異な
る理論や実践的背景のあいだで同一の「宇宙（universe）」について語るという可能性であると思われる。
そしてドレイファスは、ハイデガーのなかにそのための資源が存在すると見ているのである。
「ハイデガ
ーは日常的なものにかんするデフレ的実在論者の先駆けになっていながら、科学にかんする頑強な実在
論を打ち立てようとしていたのである」
（Dreyfus & Spinoza (1999), 50）
。こうした「宇宙」の想定は Dreyfus
．．．．
(1991) にも見られるものであるが28、ここではそうした「宇宙」へのアクセスについてもハイデガーのな
かに資源が見いだされるようになっている。それは「不安」や「致命的な故障」といった非日常的で「異
他的な状況」において対象を指示するためのデバイスであり、ドレイファスは、初期ハイデガーが彫琢し
た「形式的告示」がそうしたデバイス——ドレイファスの云い方だと「非コミット型の指示」——だと解
釈している29。そしてドレイファスは、日常性における「記述主義」にたいして、異他的な状況における
指示は（フェレスダール、クリプキ、パトナムらをもちだして）
「直接指示」なのだと主張するのである
30。

26

（いまさらながらに）注記しておけば、こうした脈絡で問題になる「指示」は、ハイデガーが世界分析で Verweisung

や Zeichen にかんして述べていることを第一次的に念頭に置いたものではないと思われる。ハイデガーはそうした議論を
．．
するさい、フッサールの『論理学研究』における記号論を参照するものの、ハイデガーが活用するのはフッサールの言語
探求で主題としているものとは異なるものになっている。また、むしろハイデガーの世界性分析の方が記号の意味構造に
特有な構造を転写したものであるという解釈として、荒畑 (2009), Ch. 5 を参照せよ。
27

ただし、本論の後に取りあげるように、ここでの「ゆるい」結びつきがどのようなものなのかが問題になるだろう。

28

Cf. Dreyfus (1991), Ch. 15.

29

本稿では紙幅の都合上——そして解釈上の労力の厖大さのゆえに——、ドレイファスの「形式的告示」解釈についての

検討を施すことができない。ドレイファスの解釈にかんして、クリプキやフェレスダールの議論も踏まえて詳細に検討し
たものとして、神谷 (2014) を参照せよ。
．．．．
30 また、ハイデガーに全面的に「記述主義」を帰する C・ラフォンを批判するさい、ドレイファスはつぎのように述べて
いる——「ハイデガーは〔…〕、あらゆる指示が意図されている対象の記述によって媒介されているわけではなく、実の
ところ、言語は私たちが対象を直接的に指示することを可能にしていると発見していたのである」
（Dreyfus (2002), 192）
。
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4. ドレイファスの解釈に仄めかされているもの——ハイデガーの特殊な「いみ」
本章では、前章で見たドレイファスのハイデガー解釈の二つの方向性——「記述主義」31と結びつく「デ
フレ的実在論」と「単称主義」と結びつく「頑強な実在論」——にかんして、とくに私たちの「指示」
（世
界アクセス）と「いみ」の関係という点から、それぞれにひとつずつ疑問を提示することにしたい。それ
らの疑問は、ドレイファスの議論から積極的な路線を取りだすために有益なものであると思われるもの
であり、それを手掛かりにすることで、ハイデガーが私たちの世界アクセスに本質的にかかわる特殊な
「いみ」を考えようとしていたのだと示唆することにしたい。

4-1. 「記述主義」
・
「デフレ的実在論」への疑問
．．．
前章で見たように、ドレイファスは「日常的な指示はゆるく記述と呼びうるようなものの手を借りて生
じている」と述べていた（Dreyfus & Spinoza (1999), 64; 強調引用者）。しかし、ここで云われている「ゆ
るさ」とはどのようなものなのだろうか。ポイントは、ドレイファスにおける「記述」が「実践」と結び
ついているということである32。そして本稿の見るところ、件の「ゆるさ」は、そうした「記述」と「実
践」のあいだの、あるいは——しばしばなされる云い方を借りれば——「言語的な意味」と「非言語的な
意味」
（実践的背景としての「有意義性（Bedeutsamkeit）」）の関係が曖昧であることにかかわるものであ
る。ドレイファスが『世界内存在』のなかで強調するのは、ハイデガーが伝統哲学における「明示性」の
要求、つまり、実践的背景を（コンテクストを度外視して）第三者的・客観的に記述するという要求を受
け付けていないということである33。そして、そのような実践的背景やその分節化は「非（前）言語的な
もの」であると考えているようにも見受けられる。
「存在論的意味における語りは、言語的なものではな
く、提示し語るべき何かをわれわれに与えることにより、言語を可能にするものなのである」（Dreyfus
(1991), 216 f.）
。だが、ラフォンがまさに指摘するように、「非明示的」から「非言語的」への推論はその
ままで妥当するわけではない34。また、かりに「非言語的」な領域を想定するのだとして、それがいかに

31

ハイデガーに（つよいかたちで）
「記述主義」を帰する論者である C・ラフォンの議論を扱えないことは、本稿の大き

な欠点のひとつである。だが、彼女の議論を（ドレイファスの解釈との対比も踏まえて）描きだすには、かなりの準備が
必要になる。なお、荒畑 (2009) はラフォンのハイデガー解釈を大筋で認めつつ、
「新フレーゲ主義」の議論を活用してい
く方向性を示している。
32

Cf. Dreyfus & Spinoza (1999), 63 f.

33

Cf. Dreyfus (1991), ??.

34

Cf. Lafont (2002), 238, Fn. 12.
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「言語化」されるのかは問題となるように思われる35。たとえばドレイファスは、つぎのように述べてい
る。「意義（significance）とは、個別的な道具的指示関係（例えば利用可能性や有用性といった場合）の
ことであって、これは、対処するさいに取りあげられ、また、必要であれば言語において指摘される。
（意
義は、ハイデガーが用いている概念のなかでは、伝統的に意味と呼ばれてきたものにいちばん近しいもの
である）
」
（Dreyfus (1991), 224）
。だが、
「必要であれば言語において指摘される」ということは、いったい
どのようにして可能になっているのだろうか。
そういった問題を本稿で十全に扱うことはできないが、
「非明示性」と「非言語性」が同一でないこと
はポイントになるだろう。そして、それらを区別することによって、つぎのような問いが生じうると思わ
．．．．
．．．．． ．．．． ．．．．．． ．．
れるのである——果たして、非明示的（＝非第三者的・非客観的）だが言語的な「いみ」をハイデガーに
想定することはできないのだろうか。

4-2. 「単称主義（直接指示）」・「頑強な実在論」への疑問
この点にかんしては、ハイデガー解釈の点からさまざまな疑問が投げかけられるだろう。たとえば、ド
レイファスが「異他的な状況」で出遭われる存在者を「自然科学」が取りあつかう「宇宙」と同一視して
いる点や、
「形式的告示」にかんして牽強付会とすら見える読解を施している点などは集中砲火を浴びる
．．．．．．．．．．．．．．．． ．． ．．
ものであると思われる。だが、本稿が指摘したいのは、結局のところそうした指示において「いみ」はど
．．．．．．．．．．．．．．
のような役割を担っているのか、ということである。ドレイファスは「いみ」について同論で詳細に論じ
．．．．．．
ているわけではないが、Dreyfus (1991) での記述も併せれば、
「いみ」が「実践的な背景」に由来している
と考えることができる。そうなると、異他的な状況においては、まさにそうした実践的な背景が——極限
の場合にはすべて——失効してしまう以上、そこでの指示ないし対象アクセスにとって利用可能な「い
み」もまた存在しないということになるだろう。たしかに、
「宇宙」をとりあつかう科学にも一定のコン
テクストが存在することは、ドレイファスも認めている。だが、ドレイファスの考えるところでは、それ
は「再コンテクスト化」という（いわくハイデガーが詳細に説明していない）はたらきによってなされる
ものであって、異他的な状況において出遭われる存在者は「意味を欠いた存在者」なのである（Dreyfus
．． ．．．．．
& Spinoza (1999), 57）
。だとすると、ドレイファスの線に沿うと、ハイデガーのなかに「いみ」が本質的に
．．．．．．．．．．．．．．
関与しない対象アクセスがあると想定することになると思われる。しかし、私たちと世界とのかかわりの
有意義性を何よりも重視していたハイデガーに、そのような想定をすることはできるのだろうか。あるい
．．
はラフォンの言葉を借りれば、
「私たちの意味理解は、世界内部的存在者についての私たちの理解に事実
．．
．．．．
的に含まれているだけでなく、そういった存在者にたいする私たちのアクセスにとって構成的な役割を

35

この点で、
「言語による主題化を通して明らかにされるべくざわめき立っている知」という門脇の表現は——なおその

内実を明らかにする必要があるとはいえ——示唆的であるように思われる（門脇 (2010), 128）
。
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果たしてもいる」のではないだろうか（Lafont (2005), 13）
。たしかに、
「不安」などの（極度に）異他的な
状況においては、実践をベースにした世界内部的存在者の「何のために」に相当する記述的な「いみ」は
．．．．．
うまく機能しないかもしれない。だが、こう考える余地はないだろうか——むしろそこでは、何かしら別
． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
の、しかも私たちの対象アクセスにとって本質的な「いみ」の存在が露わになっているのではないだろう
か。

4-3. 二つの疑問への素描的解答——ハイデガーと「指標辞」
以上の二つの疑問は、どちらもハイデガーの思索のなかで答えられるものであると本稿は考える。しか
も、それらは互いに密接に絡み合ったものになっているのである。それは、初期以来のハイデガーが「指
標辞」に注視してきたことから得られるものである。初期のハイデガーはフッサール現象学との格闘のな
かで「言語」に関心を寄せていたのであり、そのさいとくに、フッサールが『論理学研究』で展開してい
た「本質的に偶因的な表現」——現代的に云えば「指標辞」を含む表現群——につよく着目していたので
ある36。本稿は、この件にかんして幾許かの示唆を行うことで締めくくりとしたい。
さて、4-1 で確認したように、ドレイファスは一定の（文化的・実践的な）コンテクストから離脱した
．． ．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．
「客観性」
・
「明示性」という発想を否定している。だが、
「指標辞」はまさにコンテクスト可感性をそな
．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．． ．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
えたものであり、それゆえに分析哲学においては「記述主義」にたいする反論を形成する縁として活用さ
．．．．
．．． ．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
．．．．
れてきた——そして「いみ」とはいかなるものかという問いを促すものとなってきた——のである。この
とき——フッサールによってもカプランによっても——指摘されてきたのは、指標辞には二つの要素が
本質的になっているということである。ひとつは、文脈ごとに変わることのない（それゆえに何らかの意
味で普遍性をもつ）要素であり、いまひとつは、文脈ごとに変わっていく（個別的な）要素である37。私
が発する「ここ」という指標辞においては、
「発話者のいる地点」が前者に当たり、
（たとえば）
「東京大
学本郷キャンパス法文 2 号館」
（で指示されているもの）が後者にあたるだろう38。このとき、こうした
指標辞をもちいて発話・理解される内容を、完全に非指標的・客観的・第三者的な表現で置換することに

36

Cf. Kisiel (1993); van Buren (1989); 齋藤 (2012); 田村 (2013); 若見 (2004). こうした指摘は「形式的告示」との関連でな

されるものであるが、すでに述べたように、本稿ではその検討は断念せざるをえない。また、フッサールの「本質的に偶
因的な表現」とハイデガーの思索の関係について詳細に扱った本邦の貴重な先行研究として、神谷 (2010) ならびに酒詰
(2018) を挙げることができる。
37

前者と後者はそれぞれ、
「告示する意味」
・
「告示される意味」
（フッサール）、
「意味性格」
・
「意味内容」
（カプラン）と

呼ばれる（cf. Hua. XIX; Kaplan (1989)）
。
38

ここで話し手と聞き手のあいだで何らか理解の差異が生じうることは、たとえばフッサールが着目していることである

ほか、ハイデガーの「形式的告示」においても重要となることである。
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は困難が伴う39。たしかに、
「ここ」を（まさに）
「東京大学本郷キャンパス法文 2 号館」のような記述で
．
客観的に置換することは可能だが、
「ここ」＝「東京大学本郷キャンパス法文 2 号館」ということを「私」
．．．．．．．．．．．．．．．．
．．．．
．．．．． ．．
はつねに疑うことができるのである40。この点で、指標的な「いみ」は、非明示的（＝非第三者的・非客
．．
観的）だと考えることができるだろう。そしてハイデガーは、こうした洞察が自身の解釈学的・存在論的
なプロジェクトを推進するにあたって欠かせないものだと考えていたように思われるのである41。
さらにまた——本稿ではまさに素描的な示唆に留まってしまうが——、そうした記述的な「いみ」に尽
きない要素は、ハイデガーにおいては「何（Was）
」に対置される「いかに（Wie）」という語があらわし
ているものであるように思われる。ハイデガーは初期フライブルク期には、
「現象」を「内実意味」
・
「関
連意味」
・
「遂行意味」の三つの意味方向から説明しているが、これらは「何」と「いかに」というかたち
で表現されている42。そして、この箇所はしばしば「形式的告示」の主要な説明箇所であると目されるも
のであり、また、その「形式的告示」の形成にフッサールの「本質的に偶因的な表現」が寄与していると
いう指摘も踏まえれば、これら三つの「意味方向」に「告示する意味」と「告示される意味」というフッ
サールの発想が影響を与えていると考えることが可能であると思われる43。そして、そうした「何」と「い

39

フッサールが『論理学研究』でとっている「客観的理性の無制約性」に訴えた方策は、まさにこうした客観的表現への

還元だと思われる（cf. Hua. XIX, §27; see also 神谷 (2010); 齋藤 (2012)）
。
Cf. Perry (1993). レカナティはこの件を踏まえ、つぎのように明快な説明を施している。「指標的な呈示の様態は客観的
．．．．
で非指標的な記述では捉えることができないという主張は、記述によって捕らえられうるかぎり、当該の記述そのものが
．．
指標辞を含むことになるという主張なのである。
〔…〕以上が示しているのは、当該の指標的な構成要素が根本的に非記
．．．
述的な構成要素であるということであり、これは（云うまでもなく）記述主義への反論になっているのである」
（Recanati
40

(2012), 33）
。
41

この件はさまざまな点で考察することができるが、ここでは「私」という指標辞にかんしてひとつ触れておきたい。ハ

イデガーが『存在と時間』で考えている「死」を介してなされる「個別化」
（ないし「私が誰であるか」という「内容意
味」の充実）は、日常性のなかでなされる、
「私が何をしているのか」という「記述」によってなされる「個別化」と徹
．．．．．．．．．．
底的に区別されている。そしてまた、そうした「個別化」を（頽落に抗して）行うには、言語的な契機を用いた——たと
えば（たとえつねに「不安」や「良心の声」に射当てられていても）あらためて「私は誰か」と問うことに端を発するよ
．．．．
うな——自己解釈を行わなければならないように思われる。
42

Cf. GA 60, §60

43

「内容意味」
・
「関係意味」
・「遂行意味」は、研究史上フッサールの「ノエシス」
・
「ノエマ」と絡めて理解されることが

多いが、その対応関係については先行研究でも見解が割れている（齋藤 (2012), 56f. (Anm. 22)）
。本稿は、
「内容意味」が
「告示された意味」
、
「関係意味」が「告示する意味」
、
「遂行意味」が（
「告示する意味」から「告示された意味」への）
「充実の様態」というかたちで整理できるという目論見をもっている。この点でハイデガーの特筆すべき点は「遂行意
味」ということにかんして、たとえば「これ」がもつ「発話者のまわりにあるもの」という「告示する意味」を「充実」
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かに」は——ハイデガーのプログラムが「事実的生の解釈学」から「基礎存在論」に移行するにつれて—
—「何であるか」と「いかにあるか」へと変遷していったと考えられる。そのさい、当の「いかにあるか」
というのは、
「存在はレアールな述語ではない」というときの「存在」がもつ諸相を意味している44。それ
ゆえ、
「この存在者は眼前存在している」と述べるとき、この述語は当の存在者の内実を規定しているわ
けではなく、まさに存在の仕方について規定しているのである45。そして、そういった「存在様式」には、
主として「眼前性（Vorhandenheit）
」
、
「手許性（Zuhandenheit）」、
「実存（Existenz）」などがあると云える。
ハイデガーは、伝統が「エクシステンティア」ということで「眼前性」しか見てこなかったことを批判し、
「存在は多様に語られる」というアリストテレスの言葉におうじて、いわば実在性の諸様相を見いだして
いたのである。そして、ハイデガーはしばしば「何であるか」と「いかにあるか」の統一をあらわす「何
で・いかに・あるか（Was- und Wie-sein）
」を、端的に「存在」としたり、あるいは「存在体制（Seinsverfassung）
」
としたりするのである46。
そして、そのような「いかにあるか」という意味での「いみ」は、私たちの対象アクセスにとって欠か
せないものであると云えるだろう。存在者へのアクセスにとってア・プリオリな存在了解を考えるにあた
っては、記述的な「何であるか」だけでなく「いかにあるか」という観点も含み入れる必要がある。だと
すれば、
「何であるか」が失効してしまう場面において「いかにあるか」が浮彫になるという可能性も考
えられるのではないだろうか。それは「存在者としての存在者」にかかわるようなものであるが47、その

するさい、眼前的に充実するのか手許的に充実するのかによって、当の「これ」の「内実意味」が別様に（ハンマーであ
れば「鉄と木の塊」や「釘を打つためのもの」として）規定されるという洞察をもったことだと思われる。
44

Cf. GA 24, Ch. 1.

45

ここで着目したいのは、
「告示する意味」がもつ「普遍性」が、スペチエス的（記述的）な「普遍性」とは異なるとい

うことである。ハイデガーはそうした「普遍性」の次元を「形式化（Formalisierung）
」と「類化（Generalisierung）
」とい
うフッサールが設けた区別に依拠しつつ活用しているように思われる。そして「存在」についてこの件を考えるならば、
ハイデガーがしばしば（類種的なカテゴリー関係に含まれない）
「超越範疇」に言及していることは、示唆的なものに思
われる。たとえばハイデガーは、つぎのように述べている。「哲学の根本主題である存在は、何らかの存在者の類なので
はないが、それでもどんな存在者にもかかわっている。その「普遍性（Universalität）
」は、より高いところに求めなけれ
ばならない。存在と存在構造はどんな存在者をも超えたところにあり、ある存在者がもちうる存在者的な規定性のどれを
．．．．．． ．．．．
．．．．．
も超えたところにある。存在は端的な《超越範疇（transcendens）
》なのである。現存在の存在の超越は、そこに徹底的な
．．．
個別化の可能性と必然性が潜んでいるというかぎりで際立ったものである。
《超越範疇》としての存在を開示することは
．．．．．
．．．．．．． ．．．．．． ． ．．．．．． ．．．．．
どれも、超越論的な認識である。現象学的な真理（存在の開示性）は、
《超越論的真理》なのである」
（SZ, 38）
。
46

Cf. GA 9, 131; GA 27, 184; GA 61, 18.

古荘 (2002) は、こうした「存在者としての存在者」にかかわる次元を、
『イデーン I』におけるフッサールの「X」や
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
「形式化」についての議論を辿りつつ、
「或るものを或るものとして名指し続ける能力の一般的獲得」と結びつけて理解
47
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．．．．．． ．
さいには——ドレイファスの想定とはちがって——、私たちの対象アクセスにとって「いかにあるか」と
．． ．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
いう「いみ」が決定的なものになっているということが露わになってくるのではないだろうか48。

おわりに
本稿はまず、
「指示」
（と「いみ」
）をめぐる問題を軸として、
「分析哲学」と「現象学」の交流を、主と
してアメリカ西海岸におけるフェレスダールとドレイファスの解釈を中心として歴史的に整理してきた。
もちろん、本稿の整理は（紙幅の制限もあり）非常に限られたものではあるが、たとえばドレイファスの
解釈が何を背景にして生じてきたのかを「指示」の問題との関連で幾許か明らかにできたものと思ってい
る。また。本稿はそのうえで——きわめて粗雑なものではあるが——、ドレイファスの解釈を批判的に検
討しつつ、初期以来のハイデガーが「指標辞」に着目していたことをもとに、記述的なものに限られない
「いみ」が（
「いかにあるか」として）存在者へのアクセスにとって本質的なものになっている可能性を
示唆した。そうした特殊な「いみ」は、ドレイファスが見逃していたものであり、また、分析哲学におけ
る「いみ」の問題において検討する価値のあるものであると思われる。こうした方面での考察は、ハイデ
ガーの（少なくとも初期から前期にかけての）思想展開において「指標辞」（「本質的に偶因的な表現」）
が与えた影響を精査することで、新たなハイデガー像を確立する可能性をもたらすようにも思われるほ
か、ハイデガーが見てとった「いみ」の次元が、分析哲学における「いみ」の議論といかなる関係を取り
結ぶのかも考察することも可能なのではないだろうか49。

している。本稿（あるいは本稿以降の筆者の目論見）は、古荘 (2002) において主として『存在と時間』以降の議論と関
連づけられているこの発想を、『存在と時間』以前の議論、とくに「本質的に偶因的な表現」との関連で肉付けしていく
ことを考えている。
ただし「不安」をめぐる事情はさらに複雑なものになっていると思われる。というのも、不安においては、日常的な存
．．．．．
在者へのアクセスの理解を支えている「何であるか」だけでなく、
「いかにあるか」もある意味で失効しているからであ
48

る。このときには、
「無意義性」という「いかに」をどのように評価するのかがひとつの課題になるだろう。一方で私た
．．．
ちは、日ごろ親しんでいる「いかにあるか」すら失効した状況にいるのだが、しかしそれでも「世界が世界として開示さ
れる」かぎり（SZ, 188; 強調引用者）
、何らかの——あるいはより根源的な——「いかに」が姿を現している可能性はあ
るだろう。
49

本稿の執筆にあたって、2022 年 8 月 26 日に開催された「東京ハイデガー研究会」でのプレ発表ならびにそこで頂いた

ご指摘には大いに助けられた。筆者の力能不足によりそれらを反映しきることはできなかったが、改めて感謝申し上げた
い。
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