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「原因」と「理由」の彼岸への問い 
 ― ハイデガーの哲学的企図の再吟味 ―  

 

古荘 真敬（山口大学） 

 

 

１. ハイデガーの哲学的企図の核心 

 

１.１. 「在るものは在る」という原事実、あるいは「我々」という場 

あえて単純に要約することから始めよう。ハイデガーの哲学的企図の核心は、「在るも

のは在る」という事実を、ある没根拠の原事実として
．．．．．．．．．．

、了解する道を模索することのうち

にあった、と言いうるのではないだろうか。 

問題の所在を明らかにするため、まずは 1934／35 年冬学期の講義を見ておきたい。そ

こにおいてハイデガーは、次に掲げるヘルダーリンの詩の一節などを参照しながら、およ

そ「存在するものが、我々の誰にとっても
．．．．．．．．．

、あらかじめその存在において開示される」始

元的な場としての「根源的共同体（ursprüngliche Gemeinschaft）」（GA39, 72）1について語

り、その「根源的共同体」の生起のうちに、人間の時間および歴史的経験の「始元にして

根拠（Anfang und Grund）」（69）を見出そうとしていた。 

「多くのものを人間は経験し／天上の者たちの多くを名指した／我々がひとつの対話
．．．．．．

となり／互いに聴きあうことができる
．．．．．．．．．．．．．

ようになって
．．．．．．

以来」2というのが、その詩節である。 

ここに表現されているように、「我々」が（およそ何事かについての何事かを）「互いに

聴きあうことのできる」「ひとつの対話」という場がそもそも生起したということ、それが、

私たちの世界経験一般を可能にした最深の根拠なのである、と、ハイデガーは考え、その

ような「我々」という「根源的共同体」が生起して初めて、「一人の者は、他の者から何事

かを聴くことができるようになる。すなわち、我々自身ではない“存在するもの”（つまり

自然）についてであれ、我々自身がそれである“存在するもの”（つまり歴史）についてで

あれ、そもそも、“存在するもの
．．．．．．

”について何事かを聴くことができるようになる
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

」（72）

のだ、と述べる。すなわち、（ヘルダーリンにインスパイアされた）ハイデガーによれば、「我々」

という「対話」の場の生起は、「存在するもの」の自己呈示の場そのものの生起なのである。

彼は、この場の生起を、「ひとつの言語の生起（ein Sprachgeschehnis）」（69）とも呼びつつ、

「ただ言語の生起するところにのみ、存在と非存在とが明け開かれる。この明け開きと遮

蔽こそが、我々自身なのである」（70）と主張する。 

                                                        
1 以下、ハイデガー全集（Martin Heidegger Gesamtausgabe, Vittorio Klostermann）からの引用につい

ては、全集の巻数と頁数との組み合わせによって、引用箇所を指示する。なお、引用文中の強調箇

所は、すべて、引用者の古荘による。 
2 原テキストは、Viel hat erfahren der Mensch. / Der Himmlischen viele genannt, / Seit ein Gespräch wir 
sind / Und hören können voneinander. 
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存在するものの経験一般をそもそも発祥させた巨大な「創作（Dichtung）」（70）ともい

うべきこの「我々」という場。そのような場を私たちもまた今日、常に既に前提しつつ、

さまざまな「存在するもの」たちについて、それらが何であるのか、また、それらは如何

に相互に（意味的あるいは因果的に）連関しているのか等々を多様に述べたてているわけで

あろうが、問われるべきは、そのようにして〈ひと〉が〈ひと〉に宛てて可謬的なロゴス

を果てしなく交換しあう公共的討議の場を、そもそも立ち上げた始元的な出来事の力ない

しは由来である、と言うことができるだろう。「存在するもの」は、それをめぐるあらゆる

可謬的な述語づけの手前で（かつは彼方において）、そもそも「存在するもの」として自己

を呈示していたのでなければならない。すなわち、「それは何であるか（Was etwas ist）」を

めぐる一切の思惑を超えて「在るものは在る（Daß es ist）」という原的な事実が開示され、

そもそもの始まりにおいて「存在するもの」が「存在するもの」として（いわば）名指さ

れていなければならない。この「存在するものとしての
．．．．

存在するもの」の名指しという始
．

元的な出来事
．．．．．．

こそは、また、「我々」なるものをそもそも「我々」として生起
．．

させたもので

あったのではないか。あるいは、また逆に、かかる始元において生起
．．

した「我々」という

場（＝根源的共同体）こそは、およそ存在するものがそもそも存在するものとして出現す

るための始元的な「根拠」をなしているのではないか。…と、半ばハイデガーの口真似を

して、私も言ってみることができるような気がしてくる。 

 

１.２. 超越論的な場の「生起」という語り方の異常さ 

しかしながら、このような意味での「我々」について、“それが生起
．．

したという始元的

な出来事
．．．

”などといった語り方ができることの根拠は、一体、何なのだろうか？ 仮にも、

ここに言われる「我々」という場が、（ハイデガーの解釈するように）およそ「存在するもの」

についての経験をそもそも可能にしている（超越論的な）場であり、したがって、何らか

の歴史的な出来事（という存在するもの）の生起について語ることをも一般に可能にして

いる場であるとすれば、その「我々」という場そのものの生起
．．．．．．．．

などといった言い方をする

のは、異常な表現なのではないか？ 何事かの「生起」について語ることを可能にしてい

る場それ自体の「生起」とは、明らかに循環した物言いであり、本来、語りえないはずの

ものについて語っていることになるのではないか？ 要するにハイデガーは、一方におい

て、「存在するもの」の経験一般を可能にする超越論的な地平のようなものを語りつつ、他

方において、同時に、その地平それ自体の「生起」というような表現を行うことによって、

当の超越論的な地平それ自体を、生起したりしなかったりしうる「存在するもの」の一つ

であるかのような語り方をしているように思われるのである。 

「生起するものは全て、その原因をもつ（Alles, was geschieht, hat seine Ursache）」という、

カントが『純粋理性批判』（B13）で取り上げた、いわゆる「アプリオリな綜合判断」とし

ての因果律は、この場合、どのような意味をもつことになるのだろうか。超越論的哲学の

立場を固守する解答としては、この因果律の命題は、あくまで（超越論的な場を前提して）

経験される対象一般（典型的には物理学的な対象一般）について妥当するものであって、

（対象の経験一般の可能性の条件としての）超越論的な主観性それ自体には適用されない、
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つまり、超越論的な主観性それ自身は「生起するもの」ではない
．．．．

のである…、といったよ

うな応答が、私の念頭には思い浮かぶ。けれども、いまハイデガーは、カント的な「超越

論的な主観性」に相当する「我々」という場それ自体を、或る〈生起するもの〉として捉

え返そうとしているのである。すると、ハイデガーの理解では、この〈生起するもの〉と

しての超越論的な場にも、やはりそれを生起せしめた高次の〈原因〉がある、ということ

になるのだろうか？ 

 

１.３. 「原因」も「理由」も問えない「底無しの没根拠」 

そのような高次の〈原因〉を問うことは、“「存在するもの」をそもそも「存在するもの」

として経験可能にする超越論的な場としての〈我々〉は、そもそも何故
．．．．．．

、生起したのか”、

と問うことであり、さしあたりカント以前の西洋形而上学の問いに連関させれば、「何故そ

もそも或るものが在って、むしろ無ではないのか？」というライプニッツの問いに対応す

るものと見なせるであろう。そして、この形而上学的な問いに対する伝統的な応答は、形

而上学的な「神」の概念に訴えるものであった。「私」の「実在原因」としての神を思惟し

たり（デカルト）、この宇宙の実在という事実の「十分な理由」としての神の知識・意志・

力能などを思惟したり（ライプニッツ）、はたまた、唯一的実体としての神即自然の「自己

原因」を思惟したりする（スピノザ）、といった形而上学的な努力のことが、ここで想い起

こされてよいだろう。「原因」や「理由」という、通常は私たちの経験的な諸認識を整理す

るためのものにすぎない概念が、彼らの形而上学においては、この経験一般の場そのもの

の「生起」の〈原因〉や〈理由〉への問いのなかで“反復”され、そこに「神」という超

越的な力の次元が、思考のうちに突き刺さってくる、という具合であったのだろうか。 

ハイデガーも、彼のヘルダーリン解釈との絡みにおいて、〈我々〉を生起させた「神々

の要求（Anspruch）」などについて語ることがある3。だが、ハイデガーは、そのような神

的な力の次元について語るにあたり、「原因」や「理由」といった伝統的な概念に訴えるこ

とを回避しつづけ、何とかして、それとは別の仕方で語る道を模索しつづけたように見え

る。さしあたり表面的に整理すれば、彼は、超越論的な場の「生起」といった語り方へと

踏み込むことによって、カント以前の伝統へと立ち戻ろうとしたのであるが、その生起の

「原因」や「理由」といった語り方を意識的に避けつづけたことによって、カント的（そ

してフッサール的）な超越論的哲学の考察にも公平な目配りを保ちつづけようとしたのだ

と言えるかもしれない。いずれにせよ、そのようなジレンマの只中において、「在るものが

在る」という単純な事実を、没原因かつ没理由の原事実の生起
．．．．．．．．．．．．．．．

として了解する場所を開く

ことが、彼の課題であったのである。超越論的な場という「根拠」は、底が抜けている、

「底無しの没根拠（Ab-grund）が、根拠（Grund）の根源的な本質現成である」（GA65, 379）、

「根拠づけるものとしての存在は、何らの根拠も持たず、底無しの没根拠として戯れる」

                                                        
3 一例を挙げると、「神々が我々に語りかけ（ansprechen）、我々をその語りかけの要求のもとに置き

（uns unter ihren Anspruch stellen）、我々を言語へともたらす〔＝我々をして語らしめる〕という出来

事の生起において、我々の存在は、対話として生起するのである」（GA39, 70）、等と言われる。 
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（GA10, 169）といった語り方が、この課題に応ずる、彼の標準的な提案であったわけだが、

このような語り方をすることによって、はたして何が実際、語り出されているのかは、自

明ではないだろう。 

以下において、私は、こうした哲学的模索の含意を、「原因」と「理由」という概念を

めぐる（主として英語圏の）現代哲学の議論との連関において、今一度、整理しつつ、い

わゆる「哲学の終焉」に際しての「思索の課題」の探索を試みたいと思う。というのも、

上記のようなハイデガーの模索は、今日、哲学の生存権をめぐって争い合っているかにも
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

みえる
．．．

「自然主義
．．．．

（＝物理主義
．．．．

）」と
．
「反自然主義

．．．．．
」の対立がそもそも生じている議論の地

．．．．．．．．．．．．．．．．．

平を
．．

、「原因
．．

」と
．
「理由

．．
」の概念を二つながらに乗り越えることによって

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
、止揚しようとす

．．．．．．．

るものであった
．．．．．．．

と、評価されうるかもしれないと思われるのである。まずは、「自然主義（物

理主義）」と「反自然主義」のあいだの応酬について、目下の考察の文脈に関わるかぎりに

おいて、簡単に整理しておくことにしたい。 

 

 

２. 「原因」と「理由」 

 

２.１. いわゆる「物理主義」的な存在概念の決定 

英語圏を中心とする現代哲学（そのいわゆる「心の哲学」のフィールド）においては、

既にかなり以前から、「心的因果」という概念を、いわゆる「物理主義」（本稿では「自然主

義」の同義語と見なす）の枠組みのなかで、どのように理解すべきか、というような問題が、

さまざまに議論されているようである。どうして、そんなことがそもそも問題になるのか、

まずは頭の整理をしておきたい。 

問題とされている「心的因果」とは、「欲求」や「信念」といった、私たちの心に生じ

る現象が「原因」となって、私たちの身体的行動という「結果」が生じるように思われる

際の、その原因と結果の結びつき、あるいは、そうした結果を生み出す原因の力のことで

ある。例えば、“私がその夜コンビニに向かった（身体的行動）のは、ビールが飲みたくな

り（欲求）、コンビニに行けば冷えた缶ビールを買うことができると思っていた（信念）

から
．．

である”という具合に、「から」という接続助詞を用いて、私は、自分の行為を導い

ていた基本的な「理由」としての「欲求」と「信念」を提示することができるが、そうし

た「理由」の提示が、私の行動は「何故、引き起されたのか」という問いに対する答えと

しての説得力を持ちうるのは、他でもなく、「理由」として提示される「欲求」や「信念」

といった心的出来事には、一定の状況下において、たしかにそのような身体的行動を引き

起す「原因」としての力が備わっているからである、と、さしあたりは考えられるように

思われる（＝いわゆる「行為の因果説」）。 

しかしながら、欲求や信念のような心的
．．

な出来事が、どうして、身体的行動というよう

な、ある種の物理的
．．．

な出来事の原因
．．

になれるのか、ということが、いわゆる物理主義の枠

組のなかでは、由々しき事柄として問題視されざるをえない。というのも、物理主義の枠

組では、第一に、この世界に存在するのは究極的には「物理的対象」だけであり（唯物性
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の原理）、そして第二に、物理的対象の世界は「因果的に閉じて」おり、「物の働きは必ず

何かある物の働きを原因として起こり、その結果として、必ず何かある物の働きを引き起」

こすのであって、「物の働きが物以外の働きを原因として起こったり、物以外の働きを結果

として引き起したりすること」はなく、「したがって、心の働きが物の働きと異なるとすれ

ば、両者のあいだに因果関係が成立する余地」はないと考えられるからである4。これを、

物理世界の「因果的閉包性の原理
．．．．．．．．．

」などと言ったりする。 

「心の哲学」の領域では、「心的因果」という日常的な概念を、上記二つの物理主義の

原理と調和的に解釈するために、いわゆる「（心的・物理的）性質二元論」のような仮説が

吟味され、心的性質の物理的性質への「付随（supervene）」といった概念を鍛え上げるた

めの試みが5、さまざまに為されているようである。ここでは、そうした議論の詳細に立ち

入ることはしないが6、その代わりに、さしあたり表面的な感想を付言しておけば、物理主

義的な因果的閉包性の原理との整合性において、「心」という特異な概念の身分を確定しよ

うとする議論の成り行き（例えば、やがては「欲求」や「信念」などといった疑似科学的な概念

を消去して、人間存在…少なくともその認識システム…の解明を物理主義的な「認知科学」によっ

て完遂しようとする研究プログラム、いわゆる「認識論の自然化」の成り行きのようなもの）は、

かつてハイデガーが「哲学の終焉」として語った事柄の例証とも見なせるように思われる。 

ここでいう物理主義的な因果的閉包性の原理と妥協した哲学的思考の運命について、彼

は、「諸学問は、早晩サイバネティックスと称する新しい基礎学問によって規定され、制御

されるようになるだろう。このことは、何らの予言を要するまでもなく明らかなことであ

る」7などと述べ、「石は無世界的であり、動物は世界に乏しく、人間は世界形成的である」

という、“宇宙における人間の地位”をめぐる彼自身のかつての見取り図（1929／30 年冬

学期講義）もまた、物理主義的世界像の「哲学」としての情報科学の専横によって無効化

するであろうことの自覚を語ってもいた。例えば、「サイバネティックス的に表象された世

界では、自動的な機械と生物の区別が消え去り、情報の無差別的過程へと中性化される。

サイバネティックス的世界企投、“学問に対する方法の勝利”は、無生物的世界と生物的世

界に関する、例外なく一様な〔…〕普遍的な算定可能性、つまり制御可能性を可能にする」

8などと述べながら。 

だが、ともあれ、まずもって根本的な問題は、「何が本当に存在するのか」という先行

                                                        
4 信原幸弘『考える脳、考えない脳』，講談社現代新書，2000 年，p.8． 
5 例えば、“ある心的出来事 c が別の物理的出来事 e を引き起す”と言われるような事態をさらに分

析して、前者の出来事 c の心的性質 M１は、同じ出来事の基底にある物理的性質 P1（例えば、ある

一定の脳神経系の状態）に「付随 supervene」することによってはじめて実現しており、実際には、

その P１こそが、出来事 e の物理的性質 P2 を引き起しているのではないか、といったような考え方

の吟味。 
6 詳細については、美濃正「心的因果と物理主義」、信原幸弘編『シリーズ心の哲学 I 人間篇』勁

草書房、2004 年、pp.25-84 を参照。 
7 Heidegger., M., Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens, in: Zur Sache des Denkens, Max 
Niemeyer, 3. Aufl., 1988, S.64. 
8 Heidegger., M., Die Herkunft der Kunst und die Bestimmung des Denkens, in: Denkerfahrungen, Vittorio 
Klostermann, 1983, S.142. 
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的な問いに対して、それは「物理的な対象」である、と答えることによって、一体そこで

は、どのような「存在」概念（あるいは「存在するもの」の概念）が決定されているのか、

ということである。上記のような物理主義の場合、その「存在」概念は、いわゆる物理的

世界の「因果的閉包性」の原理、すなわち「物の働きは必ず何かある物の働きを原因とし

て起こり、その結果として、必ず何かある物の働きを引き起こす」という原理と密接に連

関しながら、決定されているように思われる。つまり、ひと思いに要約すれば、「存在する

もの」は、必ず何か他の「存在するもの」によって引き起された結果として理解されるか

ぎりにおいて、また別の「存在するもの」を引き起す原因となりうる可能性において理解

されるかぎりにおいて、現に「存在」するのである、と、そこでは考えられているように

思われる。だが、これは、どのような「存在」概念の決定なのであろうか。 

 

２.２. 原因概念の可能性の条件への問い（反自然主義的な行為論） 

反省に値すると思われるのは、そのような「存在するもの」の「理解」それ自身へと自

己言及的に降りかかってこざるを得ない「原因」概念の射程である。なるほど、何ものも

「原因」なしにはあり得ず、「存在するもの」は、必ず何か他の「存在するもの」によって

引き起された結果として理解されうるように思われる。しかしながら、仮にそうであると

すれば、そのような因果性の「理解」という出来事それ自身も、何らかの「原因」によっ

て生じた「結果」の一つであるはずであろう。この自己言及的な循環を、如何に解すべき

であろうか。この循環の問題性に無自覚であることが、物理主義的な「存在」概念の素朴

さの証しである、と批判する道筋がありうるだろう。 

そして、そのような素朴な物理主義への代案として、この循環を自覚的に回避しようと

するひとつの考え方が、（反自然主義的な）超越論的哲学のアイディアである、ということ

になろうか。超越論的哲学は、因果関係の「理解」の根拠をなす次元を、因果的に相互連

関する諸々の「存在するもの」たちよりも高次
．．

の次元として解釈することによって、上記

のような循環のサイクルを未然（アプリオリ）に断ち切ろうとする。なるほど、因果的連

関の「理解」それ自身も、何らかの〈原因〉によって生じた〈結果〉であるかもしれない。

けれども、当の「理解」作用の志向的対象にすぎない「原因」と「結果」が連関する地平

を、いくら水平的に辿っていったところで、その「理解」自身がそもそも如何にして生じ
．．．．．．．．．．．

たのか
．．．

は解明されない、したがって、物理主義的な経験連関には回収されない高次の超越

論的主観性の次元への問いが、（因果的「理解」の根拠へと問いとして）私たちの思考には要

請されている、というわけであろう。 

超越論的な次元の見出し方にも、いくつかのヴァージョンがありうると思われるが、ま

ずは、カント流の超越論的哲学の仮想の論敵でもあったヒューム流の発想、すなわち“或

る出来事 E１と別の出来事 E２が「恒常的に連接」するさまを経験するにつれて、それら二

つの出来事を結びつける「習慣」が生じ、E１が現れればやがて E２が生じるであろうこと

を信ぜずにはいられないように心が「決定」される”といった次第、そのような「人間の

自然」のなかに、因果律の起源を見て取るといった発想を想い起こしてみよう。こういっ

た「自然主義」的な説明に対して生じうる不満のようなものを、さしあたって素朴に代弁
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するならば、そうした「恒常的連接」は、たしかに或る出来事 E１を別の出来事 E２の「予

兆」（あるいは「サイン（記号）」）として知覚する認知の萌芽を、私のうちに芽生えさせる

には十分かも知れないが、「原因」というようなより強い
．．．．

概念が、私によって抱懐されるに

至るためには、まだ何かが欠けているように思われるのである9。欠けているのは、まずも

って、環境に対する主体の能動的介入（の自己了解）である、と、さしあたりは言えまい

か。「存在するもの」たち相互の連関を原因と結果
．．．．．

の関係において理解することが生じるの

は、少なくとも、恒常的連接に関する一階の経験が、“この経験連関は自らの能動的介入に

よって（少なくとも部分的に）操作可能である”という二階の了解によって迎えいれられ

る場面においてであろう。 

英語圏における議論のうちに、これと親和的な主張を探すとすれば、「原因の観念は、

本質的に行為の観念
．．．．．

と結びついている」10とするウリクトの考察などを参照することがで

                                                        
9 いっそ例えば、私たちがパヴロフの犬にでもなったつもりで考えてみようではないか。犬の私は、

ベルが鳴れば（E１）餌が与えられる（E２）という恒常的連接を繰り返し経験するにつれ、E１が現

れればやがて E２が生じるであろうことを期待せずにはいられぬよう心が「決定」される（「条件づ

けられる」）に違いない。だがそのとき、はたして私は、ベルの鳴ること（E１）を餌の現前（E２）

の「原因」であるなどと理解するだろうか？ この場合、犬の私の閉じ込められている実験装置の

背後にいる心理学者パヴロフの作為こそが、餌の出現の「真の原因」であるわけだが、私はそれを

知らずに、つい表面的な現象の「恒常的連接」にだまされて、ベルの鳴ることを餌の出現の「原因」

であると勘違いしてしまうのだろうか。否。ある種の「予兆」（「サイン（記号）」「予報的信号」）の

認知の萌芽が、そこに芽生えることはありえても、それは、「原因」概念未満の認知であるにすぎな

いと思われる。 
とはいうものの、しかし、ヒュームにとっての根本的問題関心を、「どのようにして主体は、所与の

なかで、所与を超出するようなものとして構成され
．．．．

う
．
る
．
の
．
か
．
」という問いのうちに見出そうとする

ドゥルーズの解釈は、なお一考に値するかもしれない（Cf. ドゥルーズ『経験論と主体性』木田元・

財津理訳，河出書房新社，2000 年，p.129）。これを参照しつつ、松井賢太郎氏が的確に指摘してい

るように、ドゥルーズがかかる仕方でヒュームの問題の核心を定式化する際には、「そもそものはじ

めから所与を超越しているもの」として設定される「超越論的主観性」の理説が「出来事
．．．

としての

超越を最終的には抹消してしまう」さまに対する根底的な批判があったと言えるだろう（Cf. 松井

賢太郎「身体的自我から他者へ」,『情況』2002 年 7 月号，情況出版，p.232）。要するに、「認識を、

主観性を起点とする出来事としてとらえるのではなく、主観性がその帰結であるような出来事とし

てとらえる問い」（松井論文, p.228）、或いは、「構成するもの」としての主観が、如何にして、その

ようなものとして「構成される」のか、という問い。そのような“超・超越論的”な出来事への問

いを、そこに解読しうるかぎりにおいて、ヒューム的な自然主義のアイディアの評価は、私がここ

で試行したごとき我田引水の解釈とは正反対のものへと逆転しうるだろう。私も、後述の３．１．

節以降、“超越論的な場のうちには還元しえない〈原因〉概念からの揺り戻し”といったことを問題

化することによって、部分的に、“構成するものとして構成される主観”といったドゥルーズ的（ヒ

ューム的）なアイディアに応えることになる。ただし、その場合でも、単なる「恒常的連接」の感

覚的印象という素材のみから、突如として「所与を超出する」反省的印象としての「因果性」が発

生するというわけではない、という論点は、動かしがたいように思われるが、その点についての詳

論は、割愛せざるを得ない。 
10 Von Wright, G. H., Explanation and Understanding, 1971, Cornell University Press, p. 36.（ウリクト『説

明と理解』丸山高司・木岡伸夫訳，産業図書，1984 年，p. 46）． 
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きるだろう。「p と q との間の因果的結合が立証されるのは、一方の要因を操作（manipulate）

することによって、他の要因が存在するように、あるいは存在しないようにすることがで

きる、という確信が得られたときである」11と、彼は述べながら、行為主体の自己了解の

基底をなす「操作可能性」の概念こそは、自然の経過における因果関係や法則的結合の理

解のために不可欠の要件であると主張する。彼によれば、「出来事間の関係を因果的な関係

と見なすこと」は、根源的には、「出来事間の関係を（可能的な）行為の観点において捉え

るということ」12なのである。そして、ここに言われる“出来事間の関係を可能的な行為

の観点において捉える”こととは、セラーズの表現を頼りにさらにパラフレーズすれば、

単に「その出来事に関する経験的な記述を与える」ことではなく、「その出来事を、理由の
．．．

論理空間
．．．．

のうちに、すなわち〔その出来事について〕述べたことを正当化したり正当化す

ることができたりすることからなる論理空間のうちに置くこと」13を、意味していると思

われる。それは、何か、それ自身とは別の出来事 E２の到来を予報すると思しき或る出来事

E１を、自分が次に行う行為の「理由」を与えるものとして認知するようになるということ

を、最低限
．．．

、意味しているに違いない14
。 

こうした主張が妥当であるとすれば、そのかぎりにおいて、出来事間の因果関係を「理

解」することの根拠は、単なる物理的事実それ自身のうちに帰属するものではなく、然々

の状況下において然々に行為することが適切または不適切であるという合理的な「理由」

の文脈において自己の行為を（広い意味で）「規範」的に秩序づけようとする高階の主体的

意識（すなわち行為論的な意味での「志向性」）の次元を前提にしているのだ、とも言いう

ることになるだろう。自然的事実としての因果関係を理解するためには、自然的事実それ

自身を超過する「規範性」「合理性」の次元が既に生起していなければならない、といった

反自然主義的（反物理主義的）な主張が、そこからは帰結しうる。こうした主張は、それ

が、原因概念の可能性の条件
．．．．．．

への問いとして展開されるかぎりにおいて、（素朴な物理主義

の看過する自己言及的循環を自覚的に回避する）超越論的哲学の一ヴァージョン
．．．．．．．．．．．．．．

として受け止

めることができるのではないだろうか。 

 

２.３. ハイデガーの場合：制作行為の「自由」と「理由」 

いささか長い回り道になったが、ここで、ふたたびハイデガーに戻ることにしよう。物

理主義的な「存在するもの」の概念に欠如している「行為」の概念、そして規範的な「理

                                                        
11 Ibid., p.72.（邦訳，p.93）． 
12 Ibid., p.74.（邦訳，p.95）． 
13 Sellers, W., Empiricism and the Philosophy of Mind, Harvard University Press, 1997, p.76.（セラーズ『経

験論と心の哲学』浜野研三訳，岩波書店，2006 年，p.85）． 
14 「最低限」と記すのは、その「行為の理由」を、現在進行形の行為の状況を離れた対話場面等に

おいて（例えば「あのとき君はどうしてあのように振る舞ったのか」と問う他者に対して）、与える

ことができるかどうか、という分かれ目があるように思われるからである。それは、いわゆる“人

間と動物の差異”と連関して、どのように「理由」の概念を限定するか、という問題でもあろうが、

この点には立ち入らないことにする。 
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由の空間」の生起が、「原因」概念の成立にとって不可欠の条件である、とする、上記のよ

うな反自然主義的主張の対応物を、ハイデガーの思索の歩みのうちに見つけることは、何

ら困難なことではない15。 

一例を挙げれば、1930 年夏学期講義には、次のようなくだりがある。「因果性は、存在

するものの存在の伝承された了解意味において、また通俗的な了解意味ならびに伝統的形

而上学においては、事物的現前（Vorhandensein）としての存在の根本カテゴリーである。

しかし、因果性が自由の問題であって
．．．．．．．．．．．．．

、その逆ではないならば
．．．．．．．．．．

、存在一般の問題は、それ

自身の内において、自由の問題なのである」（GA31, 300）。このように述べつつハイデガー

は、「自由による因果性（Kausalität aus Freiheit）」というような折衷的表現を許容してしま

うカント的な自由概念の未熟さ（不純さ？）を批判して、「自由」とは、カントの言う「自

然による因果性（Kausalität nach der Natur）」と並列する「因果性」カテゴリーの一変種な

どではなく、そもそも「因果性」というカテゴリーが私たちにとって理解可能になるよう

な地平の開示として捉えられるべきことを主張する。因果的思考の図式のうちには回収す

ることのできない、因果的思考それ自身の根拠としての「自由」が、そこでは問われてい

る。それは、私たちの思考がそもそも思考を開始する場を与え、開くような「自由」であ

り、さしあたり目下の文脈に即して言えば、私たちが「存在するもの」の「原因」を問う

ことそれ自身を可能にしているような「自由」である。この「自由」を、前段までの表現

にパラフレーズして、“規範的な「理由の空間」のうちに自らを位置づけようとする「能動

的行為主体（としての自己了解）」がそもそも成立すること”と解することが許されるなら

ば、たしかに「自由」は、「因果性」あるいは「原因」のカテゴリーに従属させられるよう

な概念ではなく、むしろこれらのカテゴリーそれ自身の存立を可能にしている原的な事実

を名指す概念として見なされうるであろう。 

彼特有のギリシア哲学解釈とたえず連携しながら展開したハイデガーの考察の枠組のな

かでは、こうした「能動的行為主体（の自己了解）」の生起としての「自由」と「理由」の

空間は、原型的には、「以前には現存しなかったものを、存在（ousia）へともたらすこと」

（『ソピステス』219b4）としてのポイエーシス（制作行為）16、あるいは、制作されるべき

ものの「外見（形相）eidos / Aussehen」を制作行為に先だって想い描きながら「在ること

も在らぬことも可能なものが、如何にすれば生じうるかを考究すること」（『ニコマコス倫理

学』1140a11-13）としての「技術知」が発動するとともに17、開かれてくるものであると考

えられていたようである。この根本的な着想にもとづいて、既に例えば 1924／25 年冬学期

講義では、ギリシア人たち（さしあたりプラトンとアリストテレス）は、「存在へともたらす」

                                                        
15 以下では、『存在と時間』における「世界性」の分析のことは取り上げなかった。そこに「ハイ

デガーによる『理由の空間』の拡張」を見て取ろうとする解釈の試みとしては、門脇俊介『理由の

空間の現象学―表象的志向性批判―』（創文社、2002 年）の第五章を参照。門脇氏は、「因果関係の

枠組みのなかで、人間行為を扱うという伝統的なアプローチから、われわれを解放する」（p.28）こ

とのうちに、『存在と時間』の「重要な貢献」を見て取ろうとしている。 
16 Vgl. GA19, 269. 
17 Vgl. a.a.O., 40ff. 
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こととしての「制作」行為のうちに彼らの世界理解のガイドラインを見出した結果、「存在」

を「制作されてあり（Hergestelltsein）」「意のままになっていること（Zur-Verfügung-Stehen）」

として理解する存在論を形成するに至ったのだと述べられていた（vgl. GA19, 269ff.）18。 

このように解釈されるギリシア哲学のうちに、西洋哲学の基本的カテゴリーの構築を導

いた「存在（ousia）の意味とポイエーシスの意味との間の基礎的連関」（GA19, 271）を見

て取ろうとしたハイデガーの初志は、例えば、自然の経過における因果関係の理解の根底

に「行為」や「操作」の観念を見て取ろうとしたウリクト的な発想、そして、行為主体相

互による規範的な文脈（理由の空間）の形成のうちに、単なる自然的事実の所与には決し

て還元されないあらゆる知識形成の基盤を見出そうとするセラーズ的な発想とも、たしか

に一脈以上に通じるものがあろう。すなわち、若干パラフレーズして述べれば、在ること

も在らぬことも可能な“制作されるべき
．．

もの”を意図的に存在へともたらそうとしつつ、

規範的な文脈を形成する人間の「志向性」こそは、ハイデガーの基本的着想によれば、「原

因」「結果」という存在理解の根本カテゴリーの可能性の条件なのである。そこにハイデガ

ー的な反自然主義の根本的主張を見ることも許されるだろう。 

 

 

３. 根源的な被投性 

 

３.１. 「理由」を与える根源的志向性を呑み込む〈原因〉概念の力 

「原因」という概念に対する「（行為の）理由」という概念の根源性を主張し、つまる

ところ、広義での「志向性」の概念へと、「因果性」のカテゴリーを還元しようとする上記

のような議論は、しかしながら、「原因」という概念の概念としての力
．．．．．．．

を過小評価するきら

いがあるかもしれない。前々節（２.２.節）冒頭において触れた、因果関係の「理解」そ

れ自身へと自己言及的に降りかかってくる「原因」概念の威力は、そのような議論のみで

は鎮静しないのではないか。 

なるほど、日常的な「原因」と「結果」の概念の一種心理学的な起源を、「行為主体の

自己了解」のうちに求めることも不可能ではないかもしれない。しかし、そのような「理

解」それ自身も、何らかの〈原因〉によって生じた〈結果〉であるのではないか。たとい

「原因」という概念が、「行為の理由」という概念のなかに一応の起源をもつように思われ

るにせよ、その「原因」という概念は、みずからの起源である「理由付与」の主体自身を

                                                        
18「存在論の歴史の解体」という課題を提示する『存在と時間』（1927 年）序論では、「或るものの

被制作性（Hergestelltheit）という最も広い意味における被創造性は、古代の存在概念の本質的な構

造契機のひとつである」（SZ, 24）と述べられ、また、1931 年夏学期講義『アリストテレス「形而上

学」Θ１‐３』では、「ギリシア人たち、つまりプラトンとアリストテレスは、ただ単に、制作（Herstel- 
lung）という現象の解釈を遂行したのみではない。哲学の根本諸概念が、まさに、この制作現象の

解釈の内から、また、その解釈の内において生じたのだ。〔…〕ギリシア人たちが、エピステーメー・

ポイエーティケー（制作知）として把握した事柄は、彼らの世界了解それ自身にとって、原理的な

意義を有するものだったのである」（GA33, 137）、とも述べられている。 
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呑み込む射程を有しているのではないか。そもそも、「理由の空間」は、如何にして生じた

というのか。その空間の生起自体にもまた、何らかの〈原因〉があるのではないか。…と

いった反論が、直ちに予想されるわけである19。 

前々節冒頭において、私は、「原因」概念の「理解」をめぐるこうした自己言及的な循

環を“自覚的に回避”しようとする道筋が、物理主義的な経験連関には回収されない高次

の超越論的主観性の次元への問い、すなわち反自然主義的な超越論的哲学のアイディアで

あるのではないか、という整理を提案した。だが、当の自己言及的循環への応答の仕方と

しては、この循環を“回避”するのではなく、あえてまともに引き受けて、物理主義的な

「原因」概念の難点を、いわば超物理主義的かつ超・反自然主義的（つまり超・超越論的）

な〈原因〉の概念によって突破する道筋もありうるかもしれないことが、ここに透かし見

えてくるように思われる。 

ハイデガーにおいては、この点、どのように考えられていたのだろうか。既に、１.２～

１.３.節において述べたように、〈我々〉という超越論的な場の「生起」といった語り方へ

と踏み込むことによって、彼は、もはや単なる反物理主義・反自然主義者ではなく、超物

理主義的な〈原因〉概念の構想という（おそらく古典的な）主題との緊張関係を、終生、抱

え込むことになったのであろう、と私は考えている。そのような見込みを先に提示するに

際して、さしあたり私は、彼の思索が決定的な転換を遂げたなどと言われることのある

1930 年代中葉のテキストを、本稿冒頭で参照したのであった。だが、考え直してみれば、

既に『存在と時間』期において、彼の思索は、超物理主義的かつ超・反自然主義的な〈原

因〉概念抜きにはありえない場所の模索を開始していたであろうことが、明白であるよう

に思われる。いわゆる「現存在」の「被投性
．．．

（Geworfenheit）」という概念が、その証左で

ある。 

“「存在するもの」としての「存在するもの」”の開示という、本稿の元来のテーマとの

連関において、この『存在と時間』期の考察の焦点を浮き彫りにするためには、「超越論的

なものの場を形成しているものが、そもそも存在するものではない
．．

ということにはなりま

                                                        
19 例えば、一ノ瀬正樹『原因と結果の迷宮』（勁草書房、2001 年）では、「因果とは何か、原因とは

何か、という探究の果てに、何らかの主張に至」ろうとも、「そうした主張それ自体が、丸ごと、単

なる『結果』でしかなく、『原因』はいつも他者という審級のもとで、当の認識の外、認識者自身の

外、に位置する」（p.7）ことになる、と主張され、そのように、「いかなる認識も、いかなる活動も、

内在的には完結しておらず、必ず外在的な『原因』によって発現しているのだが、そうした『原因』

はつねに文字通り外在的であって、いつでも背景へと後退していってしまう」（ibid.）という事態（そ

れを一ノ瀬氏は「志向的内在」というブレンターノの表現を裏返して「因果的超越」と呼ぶ）こそ

は、「原因」という概念の本質的で決定的な特性のひとつをなしているのだと、述べられている。そ

して、その基本的な発想の延長線上において、例えば、「操作する行為に因果概念の根拠を求める」

ウリクト流の「操作主義」にしても、「操作する行為それ自体の原因」を問い、「操作する行為自体

を因果的に理解する」余地が（前記の「因果的超越」という原因概念の本質的位相にしたがって）

残されている以上、それは、ある種の「論点先取または循環に陥る危険をかかえている」（p.111）
のだと指摘される。 
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せん」20という、（いわゆる「ブリタニカ論文」共同執筆が模索されていた当時の）フッサール宛

書簡（1927 年 10 月 22 日付）に添付された文書中の発言に注目するのが簡便であろう。斎藤

慶典氏も的確に指摘しているとおり、超越論的な現象学的還元の意義に徹して考えるなら

ば、「およそ世界のすべてが、そして世界そのものですらそこ
．．

において構成される『場』を

なすものとは〔…〕、もはやいかなる意味でも存在者
．．．

ではありえない
．．．．．．．

」21ようにたしかに思

われ、「超越論的なものの場」とは、「あらゆる存在者がそこにおいて可能となる『場』、そ

してその『場』についてもはやその『どこ』を問うことができない次元という意味で、む

しろ『無』と性格付けられるべきもの」22であると考えねばならないように思われる。と

ころが、ハイデガーは、「超越論的なものの場を形成しているもの」を、世界の内に存在し

ている「現存在」という「いかに特異な存在の仕方であるとはいえ、一種の存在者」23と

して把捉しようとしたのである。これでは、「超越論的なものの場」という反自然主義的な

発想が台無しになってしまうようにも思われる。しかし、こうした捉えた方のうちに、か

えって、「原因」という古典的なカテゴリーの力に鈍感ではありえなかったハイデガーの模

索の起点を見出すことはできないだろうか。 

「原因」「結果」という物理主義的な存在カテゴリーの可能性の条件である「理由付与」

的主体性という根源的な場は、もはや因果関係の網の目のなかには客観化しえないもので

あり、物理主義的には「存在しないもの」である。しかしながら、この「存在しない」場

のアクチュアリティーは、それでもやはり「無（Nichts）ではなく、したがってそれは何

ものかであり、存在するもの」24なのではないか、と問い返しながら、ハイデガーは、も

はや何らの「原因」をも問えない「存在しないもの
．．．．．．．

」もまた、何らかの〈原因〉をもつ〈存
．

在するもの
．．．．．

〉ではないか、と反問する模索の方向へと歩みを進めつつあった、とは考えら

れないだろうか。 

 

 

３.２. 「超越論的なものの場」の被投性 

既に触れたように、まずはいわゆる「現存在」の「被投性
．．．

」が、そのような歩みのなか

で主題化されたのであろう。例えば、各私的な現存在が“気づいたときにはもう既に自分

は存在してしまっていた”という「被投」的な現事実の無気味さに呼びとめられる、とい

った経験をめぐる、『存在と時間』の「良心の呼び声」論を顧みてみよう。思い切って言う

ならば、あれは、「理由の空間」という超越論的な場として生起する現存在という主体をめ

ぐって、その「実在の原因（causa existentiae）」を問おうとする全体知（Gewissen）の欲動

が、しかし、“この超越論的な「場」という「存在しないもの」にはもはや何らの「原因」

をも問うことができない”という超越論的な考察成果との解消不能な拮抗のうちで生きら

                                                        
20 Husserliana IX, S.601. 
21 斎藤慶典『思考の臨界―超越論的現象学の徹底―』，勁草書房，2000 年，p.121． 
22 同書，pp.125-126． 
23 同書，p.120. 
24 Husserliana IX, S.602. 
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れるといったさまに応答する（いわば超・超越論的な）考察であった、と捉え直すことも

できるだろう。 

とはいえ、ハイデガーが、少なくとも表面上は、そうした考察の方向性を、「原因（causa）」

という言葉によって積極的に表現することはなかったことも事実である。その最大の所以

は、「作用因（causa efficiens）」というような概念形成の基底をなしている「存在＝被制作

性」という存在了解を、彼が、実のところ頽落した思考形態と見なしていたことにあった、

と言えるだろう。つまり、本稿のこれまでの表現にパラフレーズすれば、彼は、「理由の空

間」のうちに還元されてしまうかぎりでの「原因」概念を、自身の根本的な思索の課題の

表現には相応しくないものとして忌避しつづけたのである。「存在に立ち去られてあること

（Seinsverlassenheit）。〔…〕それはまずキリスト教とその教義学のなかで起こった。それに

よると、すべての存在するものは、その根源において創造された存在するもの（ens creatum）

として説明
．．

されており、そこでは創造者が最も確実なものであり、すべての存在するもの

は、この“最も存在するもの”たる原因の結果なのである」（GA65, 110）。たとえば、その

ように述べながら、こうした、いわゆる「存在･神･論」25の体制によって刻印された「原

因」概念は、結局のところ、人間の制作的・計算的な知を規定する「理由を与えること」

への要求に応じて（あるいは、「合理的な行為の理由の空間」の拡張において）、「在るもの
．．．．

が在る
．．．

」という野生の事実を飼い慣らそうとする人間の態度
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

に由来していることを示そう

としたのが、ハイデガーの西洋形而上学史批判の根本的な趣旨のひとつでもあった。 

しかしながら、再び思い切って述べれば、こうして斥けられたのは、“「理由の空間」の

うちに還元されてしまうかぎりでの「原因」概念”にすぎないのであって、「被投性」とい

うアプリオリな受動的完了相の概念のうちに必然的に含意される絶対的な他者の能動性と

しての〈原因〉概念の力は、ハイデガーの思索の根底を規定するモチーフとして保持され

つづけたのである。「企投において投げる者が、自分自身を、投げられた者として、すなわ

ち“存在”によって生起させられた者として経験すること（daß der Werfer des Entwurfs als ge- 

worfener sich erfährt, d.h. er-eignet durch das Seyn）」（GA65, 239, vgl. 252, 328）。例えば、『哲

学への寄与論稿』のこの表現におけるように、「生起させる（ereignen）」という他動詞によ

って示唆される（超越論的な場の絶対的外部から到来する）力が、それである。 

「理由の空間」という超越論的な場それ自体の「被投性」とは、この場が（物理主義的に

は）「存在しないもの」である以上、たしかに、物理主義的事実のレヴェルにおける「原因」

によって引き起されること、というような意味は持ち得ない。だが、そのような「存在し

ないもの」としての場のアクチュアリティーを、どのように考えたらよいのか。このアク

チュアリティーの問題との格闘において、ハイデガーは、「存在」概念の一義性を破棄して、

いわば「存在しないもの」として〈存在するもの〉という境域の構想へと歩みを進めるこ

とになったのである、と、そのように総括することはできないだろうか？ 

 

                                                        
25 Vgl. GA65, 206, auch GA32, 141, sowie „Onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik“, in: Identität 
und Differenz, Neske, 9. Aufl.,1990, besonders S.63f. 
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３.３. 「存在しないもの」として〈存在するもの〉 

そして、この「存在しない
．．．．．

もの
．．

」として
．．．

〈存在するもの
．．．．．．

〉の生起といった事態への秘か

な着眼こそは、おそらく『哲学への寄与論稿』におけるハイデガーに、「“存在するもの”

としての“存在するもの”（on he on）を一者（hen）とするギリシア的な解釈、つまり存在

の思惟において一者（das Eine）や一性（die Einheit）がいたるところで獲得する不明瞭な

優位」（GA65, 459）をめぐる疑義を抱懐させたものかもしれない…、などと言うのは、牽

強付会に過ぎるだろうか？26 だが、かの生起の境域を、物理主義的な「原因」概念から

は一線を画した別の仕方で思索する試みが、終局的に向かわざるをえないのは、「存在する

ものとしての
．．．．

存在するもの」という原子的反復（物理的対象といった対象概念を支える「同一

                                                        
26 『哲学への寄与論稿』（1936 から 38 年）よりも、さらにしばらく後（1944／45 年）に執筆され

た対話篇「放下（Gelassenheit）の究明」においても、同様に、「地平を地平であらしめているもの」、

すなわち、“或る「開け（Offenes）」としての地平に、それがそもそも「開けてあること（Offenheit）」
を到来させるもの”は、この地平への「超越」ではない、といった趣旨のことが語られている。Vgl. 
Zur Erörterung der Gelassenheit, in: Gelassenheit, Neske, 10.Aufl., 1992, S.37. ハイデガーは、さらにこ

の発言を、「地平とは、したがって、地平とはさらに他なるものであるのだが、この他者は〔…〕、

おのれ自身の他者であるとともに、それがゆえに自らがそれであるところの“同一なる者”なので

ある」（a.a.O., S.38）と、いかにもヘーゲル風にパラフレーズしてみせているが、本稿において私が

試みることにした“「存在しないもの」として〈存在するもの〉”といった奇矯な表現も、そう考え

てみると、いかにもヘーゲル的であると反省される。実際、「存在は、実は、無である」とか「あら

ゆるものは、それ自体において矛盾している」といったテーゼを掲げながら展開される『大論理学』

におけるヘーゲルの考察こそは、私が本稿において考えようとした事柄を、もっと徹底したかたち

で問いつめた成果であり、少なくとも、それをハイデガーの考察と深く突き合わせてみないことに

は、本当は、何事も明らかにならないのではないかとも思われる。 
ここから、二つの課題が明らかになる。第一は、物理主義を導いている「何が本当に存在するのか」

という先行的な問いにおいて秘かに前提されている「（今のところ我々には、それが究極的に何であ
．．．

るのか
．．．

は知られていないにせよ）ともかく、本当に存在する何かが在る」という想定それ自身を、

“「同一性そのもの」における「絶対的な非同一性」”といったヘーゲルの洞察によって突き崩す道

筋を検討してみること。（Cf. 高山守「存在と矛盾」，『理想』1989 年冬，第 641 号，理想社，pp.23-35.）
そして、第二には、ハイデガーが、（少なくとも彼自身の志においては）ヘーゲルの論理学的考察の

さらなる向こう側に見出そうとしていた事柄の何たるかを、検討することである。というのも、実

のところ、上記に引用した「放下の究明」におけるヘーゲル風のパラフレーズは、この架空の対話

篇中に登場する「研究者（Forscher）」という話者によって発言されているものにすぎず、おそらく

ハイデガーの真意を表現するものではないのである。ハイデガー自身の考察の方向性を示唆すると

思しき「師（Lehrer）」という話者は、上記のようにヘーゲル風にパラフレーズされた「地平」概念

を、「方域（Gegend）」という言葉によって引き取って、さらなる考察を推し進めようとしている。

さらにまた、1973 年のツェーリンゲン・ゼミナールの記録等に見て取られるように、ハイデガー自

身が最終的に到達しようとした境位は、「現存が現存する（esti gar einai）」というパルメニデス的な

「トートロジー」の境位であり、この「トートロジー」は、「弁証法が覆い隠すことしかできないも

のを思考する唯一の可能性である」（GA15, 400）とさえ述べられている。なお、ハイデガーにおけ

る“地平的な思惟”から“トートロジカルな思惟”への転換に関しては、丹木博一氏による卓越し

た論考「『地平の現象学』から『顕現せざるものの現象学』へ」、『思想』2000 年 10 月、No.916、岩

波書店、pp.80-104 を参照。 
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性」概念の素子）が、本質的に、言い拒まれ、機能不全に陥る（versagen）ような境域なの

ではないだろうか。彼は、次のように記している。 

「より深く見られるなら、かの一性は、現前化そのものを、集め収めつつ表象･定立す

ること（sammelndes Vor-stellen）すなわちレゲイン〔ロゴスの働き〕から見てとったかぎ

りでの前景にすぎない。〔…〕現前性は、集め収めとして捉えられ、そのようにして一性と

して概念把握されうることになるが、それもまたロゴスの優位のもとにおいてでなければ

ならないのである。しかしながら、一性それ自体が、それ自身からして、存在するものの

存在の根源的な本質規定であるのではない」（ibid.）。 

ここに読まれるように、ハイデガーは、「存在するものとしての
．．．．

存在するもの」という

根源的な「同一性」概念がロゴスの働きによって構成されたことが、〈我々〉の歴史の「第

一の始元」を為したのではないか、と考えつつ、しかしながら、「別の始元」への移行にお

いては、「かの揺るがされることなく、まったく問いかけられてもいない存在の規定（一性）

が、問うに値するものとなることがなおもできるし、またならなければならない。それか

ら、一性を『時間』（時･空の底無しに没根拠的な時間
．．．．．．．．．．．

）の内へ差し戻す」（GA65, 460）こ

とが求められることになるのではないか、と暗中模索するのである。 

「存在するもの」というロゴス的な概念の一性がその内へと差し戻されるべき「没根拠

的な時間」というのが、私の解釈では、「存在しないもの
．．．．．．．

」として
．．．

〈存在するもの
．．．．．．

〉の生成・

生起の境域であるが、私としては、この境域をより具体的に考察するため、私たち自身の

「生命」の次元へと、歩みを進めてみることへ誘われる。というのも、私たちの生命の次

元において生起する事柄、一例を挙げれば「感覚」が、反復的に再認可能な「同一的対象」

という概念の成立以前の境位として現成していることは、明らかであるように思われるか

らである27。私たち各人の肉体は、“「現出するもの」と「現出」との区別”が消失する身

近な特異域であり、そうした区別にもとづく「存在するもの」概念の成立以前の相におい

て、不断の生成のうちにある。それは、「存在しないもの」の〈存在する〉境域であり、「存

在するものとしての
．．．．

存在するもの」という原子的反復の拒絶される「生成」の境域なので

はないか。 

「それは戯れる、戯れるがゆえに。この“ゆえに”は、戯れのうちに沈んでいく」（GA10, 

                                                        
27 例えば、よく熟れた葡萄の美味しさという感覚は、その感覚が現に生じている私の身体状態を唯

一の「現われ」の場所としており、その「現在」の身体状態を離れて、それと同一の感覚を再認す

るといった展望が、本質的に成り立たないのではないか。なるほど、「あそこで手に入れた葡萄を、

今日食べてみたところ、実に美味い」というようなことを、一つの出来事として認識することがで

きる以上、私には、「昨日の葡萄は実に美味かった」ということを明日になって想起することも可能

であるに違いない。しかし、「昨日食べたあの葡萄は美味かった」ということを想起することは、「あ

の美味しさ」それ自身を呼び戻すことではないのである。なるほど私は、そのような思い出に耽っ

てばかりではおられず、「あの美味しさ」の「原因」として捉えられる「あそこで入手される葡萄」

をもう一度手に入れ食べてみることによって、「あの美味しさ」を反復してみようとする。そのよう

な作為のなかで、私もまた、その「原因」の反復可能性とともにもたらされる「あの美味しさ」の

反復可能性を疑わなくもなるかもしれない。けれども、それは、「原因」という操作的な概念の投入

によってもたらされる仮象にすぎない
．．．．．．．

ことを、私の五感のすべてが秘かに教えてくれることだろう。 
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169）。戯れとしての生命の自然には、「原因」も「理由」もなく（Das Spiel ist ohne Warum）、

「存在しないもの」として
．．．

〈存在する〉という、その非同一性の更新のうちに自らの生成
．．．．．

の
．
〈原因

．．
〉を秘匿しつつ

．．．．．．
、たえず前進しつづける。 

 

物理主義的な因果的閉包性の宇宙観のもとでの思考の運命を、ハイデガーは、「哲学の

終焉」として語っていた。単なる物理的事実と規範的な事柄との差異が無視され、全ての

哲学的・倫理学的思索の伝統が、「情報」概念の専横によって無効化しかねない「現代」と

いう時代への憂慮の声を、私たちは、そこに聴きとることもできる。たしかに、それは一

面において憂慮すべきことであろう。そして、心ある人間は、その愚かしさと戦わざるを

えなくなりもするだろう。 

けれども、敢えて言えば、おそらく一切は、何ら憂慮するに値しないのではないか。と

いうのも、「原因」も「理由」もなく、物理的事実をめぐる思考も、規範的思考も届かない

「戯れ」としての生命の没根拠的な場、それこそは、私たちの誰もが、そこにおいて生ま

れ、生き、目覚め、活動し、眠り、そうしてやがて死んでいく場であろうからである。こ

の場の驚き、ないしは悲喜に発するかぎり、「哲学」は、終わりようもなく、常に生き生き

と、前に向けて進みつづける。 

 

Masataka FURUSHO 
Heideggers Frage nach dem Jenseits von Causa und Ratio 

― Überprüfung seines philosophischen Entwurfs 

 


