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無についてわれわれが語るときにわれわれが語ること 

―ハイデッガーのメタ存在論構想と『カント』書1― 

 

    丸山 文隆（東京大学） 

 

 

１．導入：「全体における存在者」の問題系を手がかりに、『カント』書を

読む 

 

１．１ 問いの提示：「カント」講義と『カント』書との差異を問う 

 所謂前期ハイデッガーに、イマヌエル・カントをめぐる二つのテクスト、すなわち

1927/28 年冬学期講義「カントの純粋理性批判の現象学的解釈」（以下、「カント」講義と

略記する）と『カントと形而上学の問題』（1929 年公刊；以下、『カント』書と略記する）

とがあって、これらはしばしばひとまとまりの考察として話題になる。しかしわれわれは

この二つのテクストの成立の日付のあいだに、或る興味深い出来事があったことを知って

いる。それは、1928 年夏学期講義「ライプニッツを端緒とする論理学の形而上学的始原諸

根拠」（以下、「ライプニッツ」講義と略記する）における、「メタ存在論 Metontologie」の

―すなわち〈「全体における存在者」を扱う問題系（GA26, S. 199）〉の―導入を伴う「形

而上学 Metaphysik」構想（S. 202）の提出である（vgl. 丸山（2014））。この構想のうちで、

ハイデッガーのそれまでの思惟の中心であった「基礎存在論」 2は、あらたな位置
．．

を得る

ことになる。それではこの語りなおしにともない、カント解釈をその重要な部分としても

っていた基礎存在論という問題系の内実
．．

のうちにも、何らかの変化が生じてはいないだろ

うか。 

 上記二テクストの相異として、差し当たり表面的に二点が挙げられる。それは、（A）「学」

の理念の後退と、（B）「無」の概念の登場とである。すなわち、（A）『純粋理性批判』の課

題は「カント」講義において「学としての形而上学の根拠づけ Grundlegung der Metaphysik als 

Wissenschaft」（GA25, S. 9）とみられていたが、この定式化は『カント』書において「形而

上学の根拠づけ」へと変化している（Glazebrook 2000, 31-36）。また、「カント」講義にお

いて（1927 年夏学期講義と同様に）哲学は「存在の学」（GA25, S. 36）と言い換えられて

                                                   
1 本稿はカントにおける物自体の概念とハイデッガーの思惟との関係をめぐる私の研究の第一の成

果として成立したが、この研究の機縁として、福谷（2009）とハイムゼート（1981）とに多くを負

っている。この二人の卓抜なカント解釈者に加え、これまでの私の一連の研究との連関をふまえ

た上で後者の重要性を教示して下さった富山豊氏に感謝申し上げる。  

また、本稿は科学研究費補助金（特別研究員奨励費）による研究成果の一部である。  
2 われわれはここで、「ライプニッツ」講義の定式化に基づいてこのように言う。すなわち、『存在

と時間』において〈存在一般の意味への問い〉の基礎としての「現存在の分析論」が、「基礎存在

論」と呼ばれていたのに対し、「ライプニッツ」講義においてはむしろ「現存在の分析論」をその

基礎として包含する〈存在一般の意味への問い〉の全体が、「基礎存在論」と呼ばれているのであ

る（GA26, S. 196-202; vgl. 轟  2007, 136）。  
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いるが、『カント』書と同年の「形而上学とは何か」において〈哲学と学との本質的な違

い〉が主張されている。1929 年において、学は話題としては相変わらず登場するけれども、

哲学との関係についていえば、以前より疎遠になっているといえるのだ。そして、（B）「カ

ント」講義において、「無」は何度か話題になるが、それは常にカントからの引用として

登場するばかりである。これに対し、『カント』書において、「無」は極めて印象的な仕方

で（第二章における『純粋理性批判』の段階的総括の最終段階、最終節において）言及さ

れる。われわれはこの二点について、「全体における存在者」を指導的概念としつつ解釈

を与えたい。  

 問いは、こうである。ハイデッガーの「カント」講義と『カント』書とのあいだにある

この二つの微細な差異が、当時の彼にとっての或るひとまとまりの関心事から発したもの

であるとすれば、その関心事とは何であり、どのようにこの二つを結果したのか。われわ

れはこの同一の関心事が全体における存在者の問題系（メタ存在論）と関わりをもつので

はないかと推測し、これを手がかりにしつつ、（A）学の理念がどのような位置をもつもの

であるかを解釈する。そして、（B）「無」の概念が登場するに至る理路を仮説として提示

する。 

 

１．２ 問いの端緒：被投性テーゼ 

以下「全体における存在者」について考えるにあたって、「存在者の全体」と「全体に

おける存在者」とを一旦
．．

区別する必要がある 3。「形而上学とは何か」（1929 年）において

次のように言われている。  

 

 結局のところ、存在者の全体それ自体を捉えること（Erfassen des Ganzen des Seienden an sich）と、

全体における存在者のただなかにおのれを見出すこと（ Sichbefinden inmitten des Seienden im 

Ganzen）とのあいだの本質的な区別が存立している。前者は根本的に不可能である。後者は絶

えずわれわれの現存在において生起している（geschehen）。（GA9, S. 110）  

 

次のことを確認しよう。「全体における存在者」という名称は、まずは「気分」、「被投性

Geworfenheit」と連関した或るものを指し示している4。「全体における存在者」は、しばし

ば、〈そのただなかに
．．．．．

（われわれが）おのれを見出すところのもの〉である。ここにおい

て差し当たり、（1．）「全体
．．

」を明るみに出すためには
．．．．．．．．．．．

、現存在による自発的な企投（Entwurf）

によるべきではなく、（2．）むしろ被投性を通じてこれに接近するべきである
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、という主

                                                   
3 この区別によって、「全体における存在者」に関する記述を、次節でみるような〈すべての存在者

の存在の包括的な了解〉としての存在了解がその存在を了解しているところの存在者の全体と、

短絡し、混同する危険が防止される。このような短絡は、『存在と時間』と 1929 年の諸著作との

あいだの諸講義録を参照することができなかった、全集公刊以前の諸解釈においてはしばしば見

られたという印象があるが、その後も Uscatescu（1992, 1）、田鍋（2012, 169）等にみることができ

る。これらはやはりあまりにもテクスト上の根拠に乏しいと言わねばならない。この点に関し、

細川（1992, 334-339）が説得的である。  
4 これについて詳しくは、長縄（2009）を参照。  
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張が語られていると仮定しよう 5。われわれはこの主張を被投性テーゼ
．．．．．．

と呼び、以下これ

を前提とするのではなく、むしろ導きの糸として解釈を進めたい。すなわちこの主張がど
．．．．．．

のような理路から帰結したものであるか
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

を最終節において説明することをひとつの目標

とする。また以下の解釈は、『存在と時間』（1927 年）から 1929 年に至るハイデッガーの

思惟の道筋が、（もしそれが合理的なものであったとするならば）どのようなものであっ

たのかを推定する作業とともに行われる。  

われわれはまず次節において、存在一般の意味への問いの道筋を確認し、この道筋のう

ちに存在論的認識の有限性をめぐる難題を見出し、この難題を「学の後退」の原因である

と推定する。1927 年において既に、存在者の全体を企投によって包括するという学の方法

への疑念が生じていたのである。つづいて第三節では、カントの『純粋理性批判』の解釈

の中心的課題が上述の有限性の解明であるとして解釈しつつ、カントの所謂「超越論的対

象＝X」が「無」であるとするハイデッガーの主張をこの課題への結論として位置づける。

存在了解の根源としての超越は、アプリオリに存在者の存在を全体において可能にするの

だが、このとき存在者が出会われることをあらかじめ準備する場として存在了解がおのれ

に与えるのは「無」であるにすぎず、この「無」と呼ばれる「或るもの」は存在者が必ず

与えられるということを保証しないもの、現存在の有限性を告知し続けるものなのである。

最後に第四節で、主に「形而上学とは何か」を瞥見し、そこでの「無」と「学の後退」と

をめぐる記述が本論文の仮説と調和することを確認し、総括とする。  

 

 

２．学の後退：存在論を学として仕上げる試みと、その問題点について 

 

 『存在と時間』「導入部」においてその射程を示され、続く本論においてその準備が完

了した基礎存在論（Fundamentalontologie）6の課題は、既にすべての存在者
．．．．．．．

と関係をもつも

のだった。すなわち〈すべての存在者の存在の了解（Verstehen）の統一的な意味として時

間（存在時性 Temporalität）を明るみに出し、そして、この共通の意味に基づいた様々な存

在の了解が、いかにして様々に分節化されているのかを、表明的な企投の遂行によって解

明すること〉、これである（SuZ, S. 18; vgl. 細川 1992, 202-211; 丸山 2012, 161-165）。この課

題 は 、 1927 年 夏 学 期 講 義 「 現 象 学 の 根 本 諸 問 題 」 に お い て 存 在 の 対 象 化
． ． ．

（Vergegenständlichung）という性格をもった存在論的学
．．．．．

（ontologische Wissenschaft）の課題

として定式化される（GA24, S. 399; GA25, S. 26ff.）。「対象化」としての学はまた「自由な」

認識作用として、続く「カント」講義においても強調されている（GA25, S. 26）。 

 「存在論的学」の理念において、〈存在者の全体を、先学問的に（vorwissenschaftlich）あ

                                                   
5 以下、「全体における存在者」をめぐる問題系として言及される事柄は、私が「メタ存在論」とい

う語で理解していることと基本的に全く同一である。「メタ存在論」が何であり、何でないかとい

う、いささか論争的にならざるを得ない論点に関しては、その検討を丸山（2014）に譲るが、メ

タ存在論が〈「全体における存在者」を主題とする問題系〉であるという点に関しては恐らく争い

はないのではないだろうか。  
6 註 2 を参照せよ。  
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らかじめ了解している企投〉と、これの学的分節化、という対が前提されているが、この

とき〈全体
．．

をまとめて了解する企投〉が、本当に成立しているのかということが問題にな

る。以下既になされた研究（丸山（2012）、丸山（2013a））をもとにして述べるなら、〈先

学問的無差別的存在了解〉が実際は〈全体をまとめて了解する企投〉ではなく、むしろ〈自

然（Natur）の存在〉は或る仕方でこれをすり抜けているのではないか、という疑念が生

じていたのである。「自然の存在
．．

には、内世界性（Innerweltlichkeit）は属していない」（GA24, 

S. 240）、すなわち「自然」が発見され、内世界的に眼前存在する（vorhanden sein）ことは、

可能なことだが、必然的
．．．

なことではない（丸山  2012, 169f.）。自然という眼前のもの

（Vorhandenes）は、或る主観のようなものに依存して存在するわけでもなく、内世界的な

手許のもの（Zuhandenes）として暴露されることに依存して存在するわけでもない。眼前

のものはそのようなものとして、それが暴露されることに先立って既に存在していたもの

として見出される（丸山 2013a, 177f.）。自然は「そのものとして」、現存在に依存せず眼前

存在しているのだから、〈すべての
．．．．

存在者は、それが存在する限り、必ず
．．

、現存在によっ

て発見されている〉と断言することは誰にも許されない。以上のようないわば素朴な実在

論が、われわれの存在了解のうちに存している、とハイデッガーは洞察したのである。し

たがって、自然の〈それ自体での存在〉、すなわち眼前存在そのものの解明のために、（内

世界性を本質的に伴う）手許存在から接近する道はあらかじめふさがれているのである

（vgl. Philipse 2007, 192ff.）。 

以上の議論が、先にみた被投性テーゼの前半、〈「存在者の全体それ自体を捉えること」

は不可能である〉という主張の語っていることである、と解することは可能であると思わ

れる（vgl. GA9, S. 156 Anm.）。すなわち、現存在の日常的企投は常に既に内世界的存在者

を包括しているものであるけれども、これら内世界的存在者が必然的に
．．．．

「存在者の全体」

であるという保証は得られない。この議論はまた、〈学の後退〉の理由とも深く関連して

いるであろう。存在論がもっぱら学という方法によって遂行される限り、自然の存在はこ

の学によって十分に捉えられないのではないだろうか。「形而上学とは何か」における〈学

の後退〉が以上のわれわれの解釈と調和するということは最終節で確認したい。  

『存在と時間』ほか随所で語られている通り、（A）存在者
．．．

はすでに、われわれの認識如

何に関わらず、それ自体で存在する。われわれが存在する限り、（他の）存在者もまた存

在しているけれども、存在者は、われわれに依存せずに存在している。（B）だが、〈存在

者の存在
．．

〉は、われわれに依存している。すなわち、われわれの了解のうちでのみ、「存

在」といったものは総じて存立しうる（丸山  2013a, 181 註 12）7。このとき、以上の（A）

                                                   
7 「ライプニッツ」講義における三つのテーゼは以下の通りである。第一に、「存在者はそれ自体に

おいて、それがそれであるところの、またそのような仕方であるところの存在者なのであり、そ

れはたとえば現存在が実存していない場合でもそうなのである。」第二に、「存在は『存在する』

のではなく、存在は現存在が実存する限りにおいてのみ、与えられる―実存の本質のうちには

超越が存する。超越とはすなわち〈内世界的な存在者に対する、そしてその傍らにおける、一切

の存在〉に先行する、またこの一切の存在のための、〈世界の付与〉である。」第三に、「実存する

現存在がおのれ自身に存在といった風なものを与える限りにおいてのみ、存在者はその〈それ自

体 An-sich〉においておのれを告げることができる。すなわち第一のテーゼが同時に、総じて了解

され、認識されることができる」（GA26, S. 194f.）。第一のテーゼが上述の「素朴な実在論」を示し
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と（B）との差異は、存在論的差異（存在と存在者との差異）の表現であるようにみえる。

だが存在論的差異の表現としてみた場合、（A）と（B）とは何かしら不正確ないし不明確

な表現である。（B）において存在が名指され、（A）において存在者が名指されている、と

簡卖にまとめたくなるけれども、実際はどちらにおいても「存在者の存在」という同じこ

とが名指されており、矛盾を避けることは難しいのである。〈存在者が存在する〉という

ことは、（A）〈現存在の実存〉に先行するが、また（B）後続しもする。（A）現存在がそ

れを発見することに先立って
．．．．

存在者は既に存在しているということと、（B）現存在はその

存在了解によって存在者の存在をあらかじめ
．．．．．

包括しているということ、この二つのアプリ

オリの関係はどのようになっているのか 8。はたして前者（A）によって後者（B）の優越

はどの程度侵害されるのか。このことが十分明確になっていないのである。この二つのア

プリオリの対立の明確化という課題は、〈現存在の有限性と存在了解のアプリオリ性との

関係の究明〉と言い換えられてよい。  

 

 

３．無の登場：『純粋理性批判』の解釈における〈現存在の有限性と存在理 

解のアプリオリ性との関係の究明〉 

 

有限性（Endlichkeit）の問題はカントの〈物自体と現象との区別〉の教説と結びついて

いる9。すなわち、知られている通り「物自体」の概念は認識能力を制限する「限界概念

Grenzbegriff」としての機能をもつ。「物自体／現象」という対概念は、われわれの認識の

有限性を意味する。「現象」という概念において言われている洞察とは、われわれは物の

創造者ではないがゆえに、物を、その「それ自体」において、究極的には知りえないとい

うことである（ハイムゼート  1981, 85ff.; 丸山 2013b, 152f.）。われわれの有限性とは、われ

われが物の実在の原因であるわけではない、ということである。物はわれわれに依存する

ことなく、それ自体で存在する。以上の有限性と、存在者に対する存在了解の先行性とが、

どのように両立しているのかということ、これが『純粋理性批判』との対話において究明

されるべきことであった10。 

本節でわれわれは、この究明の結論として「無」の概念の登場を解釈する。まずはこの

解釈のために、『カント』書のカント解釈の全体を簡卖に確認し、「無」の概念が登場する

                                                                                                                                                     
ているのに対し、第二、第三のテーゼは、いわばハイデッガーにおける「超越論的観念論」を示

しているように思われる。こうした、所謂「パズル・パッセージ」をめぐって Blattner（1999）を

はじめとした多くの論者が積み重ねてきている議論の詳細については、別の機会に集中した検討

を与えたい。  
8 「ライプニッツ」講義におけるアプリオリへの問いを参照せよ（GA26, 186）。  
9 ハイデッガーは、「物自体」の概念についての考究においてカントが獲得した洞察を、形而上学に

おける有限性
．．．

の問題の重要性であると語っているのである。次の引用を参照せよ。「ドイツ観念論

にはじまる『物自体』に対する戦いは、カントが戦いとった次のことがますます忘却されていく

こと以外の何を意味するだろうか。つまりそれは、形而上学の内的可能性および必然性、すなわ

ちその本質は、有限性の問題がより根源的に仕上げられそして先鋭化して維持されることによっ

て根本的に担われ維持されるのである、ということである」（GA3, S. 244）。  
10 「カント」講義におけるこの問題の究明について、詳しくは丸山（2013b）を参照されたい。  
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「すべての綜合判断の最高原則について」の位置と意味とを明らかにしよう。  

 

３．１ カントの存在論的認識の結構と「最高原則」 

『カント』書におけるハイデッガーのカント解釈の中心は、『純粋理性批判』の解釈で

あって、その際この著作の核心は「アプリオリな綜合判断はいかにして可能か」という問

いに求められる。ハイデッガーはこの問いを存在論的認識の可能性への問いとして、次の

ように言い換える。「そのようなものとして存在者に引き渡されており、そして存在者の

受容に依存している有限的なものが、いかにしてあらゆる受容に先立って、しかも存在者

の『創造者』であることなしに存在者を認識できるのか、すなわち直観できるのか」（GA3, 

S. 38）。（A）カントは常に感性（受容する能力）に依拠しつつ、人間的認識を問題にしよ

うとした。だが、（B）問題になっているのは「アプリオリな」認識、すなわち、あらゆる

経験的触発に先行し、すべての経験的認識を可能にするような認識である 11。 

認識とは畢竟、直観である、とハイデッガーは強調する。それでは、アプリオリで、自

発的な、（経験による限定を受けないという意味において）無限的な、自由な認識は、ど

のようにして可能であるのか。現存在の有限性にも関わらず、いかにして自由なものとし

ての現存在は、存在者的経験を超えているのか。現存在の存在者に対する或る優位はどの

ように特徴づけられるべきであるのか。  

この答えは差し当たり、純粋直観としての時間直観に基づく認識として与えられる。そ

してこのとき、ハイデッガーは感性と悟性との二元論を根源的なものとしては認めない。

すなわち、純粋直観である時間直観が、諸範疇（すなわち、存在者の存在機構を表現する

諸述語）の源泉であるはずだと解し、この導出が演繹論で語られ、また時間直観と諸範疇

との協働が図式論において語られると解するのである。演繹論と図式論とにおいて、不十

分な仕方であるにせよ洞察されているのは、或いは、洞察されていたはずであるのは、構

想力の超越という統一的現象である。ハイデッガーは「超越の内的可能性の根拠」として、

「超越論的図式性」、すなわち存在者の純粋な「図式形象」を形成する構想力の超越の運

動を名指すのである。  

ハイデッガーは『カント』書第二章 B において、『純粋理性批判』における彼の所謂存

在論的認識の分析を五段階に分けて解釈しているのだが、この「第四段階」たる図式論（KrV, 

A 137ff./ B 176ff.）が存在論的認識の最深の根源であって、続く「第五段階」たる「すべて

の綜合判断の最高原則について」（A 154ff./ B 193ff.）は『純粋理性批判』全体が説明して

きた存在論的認識の簡潔な総括であるとされる。したがってここにおいて、〈存在論的認

識の有限性〉の包括的な規定が見出されると期待してよいだろう。  

 ハイデッガーは「最高原則」、すなわち「経験
．．

一般の可能性
．．．

の制約は、同時に経験の対
．．．．

象の可能性
．．．．．

の制約である」（A 158/ B 197）という命題を、次のように解する。  

 すなわち、「経験の可能性」は「経験を可能にするもの」と解されるが、その上で最高

                                                   
11 「先行的な存在了解なしに存在者への通路は開かれえない、すなわち、われわれに出会われうる

存在者は、あらかじめ既にその存在機構に関して了解されていなくてはならない」（GA25, S. 55）。 
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原則は、経験一般を可能にする二つのものを名指しているとされるのである 12。この二つ

のものは「経験 Erfahrung」という語の二義性（GA3, S. 116）に基づいて区分される。すな

わち、（1．）「経験すること」と（2．）「経験されるもの」とである。まず、（1．）「経験の

可能性」は、「現実性」と対立する意味において解され、経験がどのような本質を可能的

にあらかじめもっていなくてはならないのかということ、経験することの「本質（essentia）

ないし事象性（realitas）」（GA3, S. 117）、すなわち、〈経験されるものが与えられるとすれ

ばそれは何であり、いかにあるかということ〉の諸規定を意味する。そして（2．）経験さ
．．．

れるもの
．．．．

という意味において「経験の対象の可能性の制約」が意味するのは、可能的な真

なる経験がそれによって成立するような「地平 Horizont」として、「或るもの etwas」が要

求されるということである（GA3, S. 118）。ハイデッガーの第二の意味の規定は非常に簡素

であって、二つの意味の区分の意義は十分判明ではない。だが、第一の意味が唯一の〈経

験一般を可能にするもの〉ではないというところにポイントがあると考えれば、次のよう

に読める。すなわち第一の意味である「客観的実在性 objektive Realität」（GA9, S. 148; vgl. GA3, 

S. 117）は、存在者の〈何であるか〉と〈いかにあるか〉を与えるだけであって、そもそ

も経験が存立するということ
．．．．．

、存在者が〈あるということ Daßsein〉を与えるものではな

い13。 

ハイデッガーによれば最高原則は、この（1．）と（2．）とが同時に双方とも
．．．．．．．

成立してい

る、という積極的意味、すなわち超越の「区分 Gliederung」を表示する（GA3, S. 119）14。

現存在は存在者の図式形象をおのれに与える構想力の超越において、あらかじめ経験の事

象内実を付与するのだが、このときそれとは区別されて、存在者の〈あるということ〉を

与える或るものが要求される 15。ハイデッガーは第二の意味として極めて簡卖に言及され

                                                   
12 「カント」講義においては、下記のうち（1．）の意味のみが語られている（GA25, S. 327f.）   
13 SuZ, S. 366 ならびに Lafont（2007, 106）を参照せよ。また、明示されていないことであるが、次

の「根拠の本質について」における言明は同様のことをいっていると解することはできないだろ

うか。すなわち、「それにもかかわらず、諸現象の統一
．．．．．．

は、事実的で偶然的な〈与えられるという

こと〉に必然的に依拠しているがゆえに、いかなるときも制約されて
．．．．．

おり、そして原則的に不完

全である」（GA9, S. 148f.; GA27, S. 275 をも見よ）。  
14 それゆえ、最高原則の決定的な点はカントが強調している箇所ではなく、むしろ「同時に〔…〕

である」という語のうちに存するのだと語られる（GA3, S. 118f.）。最高原則のこの分析はかなり晦

渋であるにもかかわらず簡素であり、これまで十分明確に解読・紹介されてはいなかったように

思われる。それゆえ Sherover（1971）が次のように幾らか不正確な解釈をしていることも理由なし

とはいえない。すなわち彼は、認識の超越論的根拠を主観
．．

の側に配置し、それに対して客観
．．

の規

定性を存在論的と呼んでおり（p. 31）、前者と後者とが統一されていること、ないしこの二者のあ

いだの「平行関係 parallelism」（p. 33）を示すものとして、もっぱらこの命題を捉えているのであ

る。彼によれば、認識の主観的規定がそのまま客観を客観として可能にしている、ということが

この命題の意味である。この解釈は少なくとも『カント』書のこの箇所の読解としてはまったく

テクストに即した議論になっておらず、明らかに不十分かつ不正確である。  
15 「根拠の本質について」における（『カント』書への参照指示が付された）「最高原則」について

の短い注記は、幾らか不分明ではあるが、われわれの読解と調和的であるようにみえる。ここに

おいてハイデッガーは、（1．）最高原則が、「何が一般に
．．．．．

〔…〕経験のうちで接近可能なものとし

ての存在者の存在に
．．．

属しているのかということを解き分けつつ明らかにする（ auseinanderlegen）」

（ハイデッガー（1985, 169）の訳注に従いこのように読む）と語り、また（2．）この原則が「超越

論的真理の実在的定義（Realdefinition）を与えている」と語る（GA9, S. 136）。  
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た〈「地平」である或るもの〉について、確かに明示的ではないにせよ、続く節において

さらに説明しているようにみえる。われわれは、存在者の〈あるということ〉を与えるで

あろうこの「地平」である或るものに注目し、ここにおいて〈現存在の有限性と存在了解

のアプリオリ性との関係の究明〉のひとつの結論を求めよう。  

 

３．２ 超越論的対象＝X としての無 

 「根拠づけの第五段階：存在論的認識の完全な本質規定」第 25 節における、次の記述

に注目したい。  

 

存在論的な認識は卖に存在者を創造することはないというだけでなく、それは一般に主題的に

そして直接的に存在者に関係することはない。  

しかしそれでは何に関係するのだろうか。この認識作用において認識されるものは何なのだ

ろうか。或るひとつの無である。カントはそれを X と呼び、そしてひとつの「対象」について

語っている。（GA3, S. 120f.）  

 

すなわち、カントの所謂「超越論的対象＝X」（KrV, A 109）が「或るひとつの無 ein Nichts」

であると名指されている（Sherover 1971, 84-91）。このことは次のことをいっているだけの

ようにみえる。すなわち存在論的認識（存在了解）は、存在するものを主題的に問題にす

るものではないのであるから、それは或る意味で存在しないもの、無を認識することだと

いえる、と。そうするとこの記述は、〈存在了解は、存在者をではなく、存在を了解する〉

という『存在と時間』以来のお決まりの主張を、「存在」を「無」と称することにより変

奏してみせただけであるようにみえる。そして、カントの所謂「超越論的対象＝X」が、

そのような存在である、と主張していることになる。だが、本当にそれだけなのか。「超

越論的対象＝X」が無であるということに、それ以上の含意を読み取ることはできないだ

ろうか。 

ハイデッガーは基本的に「超越論的対象＝X」において「物自体」と同様のものが名指

されていると解し、しかし、前者には、後者の概念に含まれる無限的認識の存在へのコミ

ットメントは含まれないと考えている（GA26, S. 210; Han-Pile 2005, 95）16。彼は、差し当

                                                                                                                                                     
われわれはこの記述を次のように解する。すなわち、（1．）最高原則は存在者の〈何であるか〉

とその〈あるということ〉との区分を解き分けつつ明らかにする。そして、（2．）最高原則は、存

在論的認識が真なる経験を指し示す際に、この真なる経験がどのような事象内実をもっていなく

てはならないのかということを、事象内実と〈あるということ〉との区分を表示しつつ規定する。

（「実在的定義」の語は、『カント』書における「経験の可能性」の第一の意味を説明する際に用

いられている。GA3, S. 117）  
16「物自体」と「超越論的対象」との関係について、カント研究はこんにちまで長らく議論を積み

重ねている（牧野（1989）等を見よ）。ここでその詳細に立ち入ることはできないが、ハイデッガ

ーのこの解釈姿勢が明白かつ根本的な間違いであるということは、いまだ証明されていないよう

に思われる。  

ここでハイデッガーの解釈姿勢のまとめとして、Ｂ・ハン＝パイルの見解を参照しよう。彼女は

Allison（1983）を援用しつつ、「物自体」を「非感性的認識様式」の論理的「相関者」として「超

越論的対象＝X」と一旦等置する。「超越論的立場」とは、「超越論的諸条件の括弧入れ」を意味す
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たり「現象」を、卖なる表象に過ぎないのではなくて、「存在者そのもの」であると強調

する。このとき、「物自体」とは、神的悟性（すなわち無限的認識）という可能的観点に

おいてみられた同じ存在者であると解される（GA9, S. 148 をも参照せよ）。存在者を現象

として規定するということが人間的認識の有限性の指標として機能する限り、「物自体」

から「叡智的なもの」という積極的規定、すなわち神的悟性へのコミットメントを取り除

いたとしても、「物自体」は完全に消去されて構わないことにはならず、なお或るものが

残らざるをえないが、これをハイデッガーは（おそらくカントにならって）17、「超越論的

対象＝X」と呼んでいる。このときこの超越論的対象＝X は、「統覚の統一のひとつの相関

者 ein Correlatum der Einheit der Apperzeption」（KrV, A 250）として、すべての現象の―す

なわち存在者の全体
．．．．．．

の―根底に「常に一様にＸである immer einerlei = X ist」（A 109）と

いう仕方で存するものであることに注意しよう。  

このＸは何らかの認識の「対象ではない」とハイデッガーは強調する（GA3, S. 122）。な

んとなれば、有限的認識にとっての「一なる可能的経験」（vgl. 福谷 2009, 52ff.）に対する

卖なる論理的相関者18であるＸが同時に或る認識の「対象である」のであれば、〈対象であ

ること〉一般をあらかじめ知る何らかの存在論的認識の射程に再びこの対象は含まれなく

てはならないが、このような対象の対象性を認識するこの認識の身分が問題になるからで

ある。この存在論的認識はもはや人間的ではあり得ないが、ハイデッガーは（カントに比

して、より一層）19、人間的でない認識を認識として問題にすることを強く拒否する。そ

れゆえ、ハイデッガーは正確に、この「対象でないＸ」が、そもそも「存在者ではない」

                                                                                                                                                     
る。このとき、（われわれが問題にすべきものは、存在者だけであって、その他には何ものもない

のだから）この立場設定は「空虚」（Carman 2003, 171）ではあるけれども、「重要な倫理的役割」

をもつものである。すなわち、われわれの認識が物自体そのものに対するものであるという「形

而上学的実在論」を予防するという役割がある（Han-Pile 2005, 94）。（概して「形而上学的実在論」

とは、カントの所謂「超越論的実在論」と同義であると解されてよいと思われる。）  
17 このような、物自体と超越論的対象との区別をハン＝パイルは主にハイデッガーに帰し、その意

味でカントに対立させている（Han-Pile 2003, 95; ところで、この箇所のハン＝パイルの GA26 への

参照指示は頁づけが誤っていると思われる。正しくはどちらも GA26: 210 とすべきである）。だが、

福谷（2009）の解釈によればむしろこの区別を行ったのはカント自身である（「二：物自体と『純

粋理性批判の方法』」、特に 44-51 頁を参照せよ）。福谷はまさに、「対象一般をフェノメナとヌーメ

ナとに区分する根拠について」章を「『物自体』の『超越論的対象』への解消として読むこと」を

主張しているのである（44-45 頁）。  
18 ハン＝パイルはアリソンを引きつつこのように表現しているが、この「論理的」という語の地位

は、カントとハイデッガーとにおける感性と悟性との区別の問題に深く関わるため、注意が必要

である（註 20 を参照）。正確に言えば、このＸが「論理的」相関者でありうるのはカントの場合

だけであり、ハイデッガーにおいては異なった表現が求められる。  
19 カントのコミットメントをどう評価するかということについては解釈が分かれる。ハイムゼート

（1981, 85ff.）が積極的に、われわれには知りえない〈現象の叡知的原因としての物自体〉につい

ての議論としてカントのテクストを読もうとするのに対し、福谷（2009）は〈独断形而上学的な

諸前提がこびりついた物自体概念が、段階的に卖なる超越論的対象へと解消されていくダイナミ

ックな「ディアレクティケー的構造」（43 頁）〉を『純粋理性批判』のうちに読み取るものである

（註 17 をも参照）。これら諸解釈に対する判定をここで与えることはできないが、少なくとも「叡

知的対象」についてどの程度コミットメントをもつかが幾らか曖昧であるカントに比して、ハイ

デッガーはより一層、無限的認識の措定に関して消極的な姿勢をみせている、と言うことは可能

であろう。  
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と主張するのである。したがって、このＸは「無」だと言われなくてはならない 20。この

ような無は、存在するものではない。だが、存在しないものとして、しかしわれわれの有

限性について語る際に言及しなくてはならないような、内容あるものとして21、差し迫っ

てくるような、そのような「或るもの」である。彼はこの「或るもの」が、「超越におい

て、そして超越を通じて、その〔超越の〕地平としてまなざしうるような〈抵抗 Dawider〉」

であると語る（GA3, S. 122f.）22。それゆえ最高原則後半においていわれていた〈「地平」

であるような或るもの〉とは、この無であると解しうる。  

われわれの解釈が正しければ、最高原則においてハイデッガーは、現存在の超越が存在

者の存在の事象内実を全体において
．．．．．．

あらかじめ描き出すことと同時に、その〈あるという

こと〉を与える或るものが要求されるということをいっていた。この或るものが無である

ならば、この無はどのようにして存在者が〈あるということ〉を可能にするのだろうか。

『カント』書の別の箇所を参照しよう。有限的認識は「無の代わりに、そして無のうちで、

無ではないもの、すなわち、もしそのようなものが正に経験的におのれを示すならば、存

                                                   
20 カントは感性形式として時間と空間とを規定し、もっぱら悟性により思惟されたものとしての物

自体に関し、その時間空間的な身分を問うことを禁じた。カントにとっては明快に、有限的認識

を超えたものには、〈直観によっては与えられないが、悟性のみによって思惟されうるもの〉とい

う位置が与えられていたのである。ここで有限性は、感性と悟性との区別により表現されている。

だがハイデッガーは感性と悟性とのこの区別を根源的なものとしては認めないのであるから、存

在論的諸述語（諸範疇）は感性形式との統一において考察され、ともに「一切の可能的経験とい

う全体」を形成するが、このとき〈この「一切の可能的経験という全体」がまさに有限である〉

という事態を表現する際に困難が生じることになる。〈有限的認識は存在者の眼前存在の（少なく

とも、唯一の）原因ではない〉ということの表現として、それゆえ、〈存在者ではないし対象化す

ることも許されえない、地平として対象を与えることを可能にするのみである「或るもの」〉への

指示が要請されるのである。可能的経験の総体に、外部がある
．．．．．

、ということが言われなくてはな

らない。  

「外的な諸現象の根底にも、また同じく内的な直観の根底にもひそんでいる超越論的客観は、物

質でもなければ、思考する存在者自体そのものでもなく、〈物質ならびに思考する存在者について

の経験的概念を手渡してくれるような諸現象〉の、われわれには未知の或る根拠である。」（KrV, A 

379f.）  

このような意味における「根拠」が無であるということは、まさに「深淵」（秋富  2007）の問題

系を指し示していよう。  
21 ハイデッガーは、その意義が見失われた古代における無の概念として、次のような規定を紹介し

ている。すなわち、「形成されない質料」、「それ自体を、形態をもった、したがって或るひとつの

見相（エイドス）を呈する存在者へと、形成しえないもの」、これである（GA9, S. 119; vgl. auch GA3, 

S. 254）。（また、これと関連して福谷（2009）の所説を参照されたい。福谷は、最高原則における

「制約」を「質料に先行しうる『形式』」というカントの存在論的姿勢の表示として強調し（21 頁）、

ライプニッツ＝ヴォルフ学派の「『質料が形式に先行する』という考え方」に対立させるのである

（54 頁）。）このような質料である無は、「像のうちで、すなわち或るひとつの直観されうるものの

うちで、企投しえない」といわれる（GA9, S. 149）。（これに対し、世界は、像として機能する。

GA9, S. 158）  

またハイデッガーは、カントにおける「質料」の概念を「概念がもつ特定の内容に基づいて、こ

の概念が関係しうる対象」を意味するものとして解説している（GA25, S. 227）。これらの点は極め

て興味深いと思われるが、さらなる究明は別の機会に譲りたい。  
22 「地平」といえば、われわれは当然、これと「時間」（ないし「時間性 Zeitlichkeit」）との関係を

問いたくなる。だが、「根拠の本質について」において「超越の存在時性的解釈」が「差し控えら

れ」ており（GA9, S. 166 Anm.）、「形而上学とは何か」においても時間は話題にならなかったとい

うことの理由に関し、われわれが集中的に考察することができるまでは、この二者の関係に関す

る安易な推定を差し控えることとしたい。  
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在者のごとき或るものを出会わしめることができる」（GA3, S. 72）と語られている23。こ

こで注目すべきは「もしも…ならば falls」である。無はそのうちで、〈存在しないのでは

なく、存在するもの〉が出会われることを総じて可能にするのだが、このことには、この

存在者がもしもおのれを示すならば
．．．．．．．．．．．．

という限定が伴う。無は、必然的に存在者が出会われ

ることを保証しない。無は〈総じて存在者が存在するものとして、そして或る偶然的
．．．

な仕

方で、出会われること〉を可能にするのである。  

  

〔…〕存在者の存在は、現存在がその本質の根底において無のうちへとおのれを引き入れ続け

る限りにおいてのみ、総じて了解されうる―そしてこのことのうちに超越の最も深い有限性

が存する。（GA3, S. 238）  

 

 

４．〈全体における存在者〉と〈存在者の全体〉 

 

 ハイデッガーがカントの『純粋理性批判』の解釈において究明したのは、存在了解はど
．．．．．．

の程度アプリオリか
．．．．．．．．．

という問題であった。前節までの解釈によれば、存在者の存在の唯一

の根拠は存在了解する現存在にあるのではないということ、このことがすでに 1927 年に

おいて自然という存在者の有様を通じて洞察されており、このゆえにハイデッガーは「存

在の学」という方法の遂行ではなく、アプリオリの究明としての超越への問いへと向かわ

ざるを得なかったのである。『純粋理性批判』との対話のうちで見出された上述の問いへ

の答えは次のようなものであった。すなわち、あらゆる経験に先行する超越という出来事

において、現存在は存在者が存在するということを全体において可能にするために、無と

呼ばれるべき或るものを必要とするのであり、この無は〈存在者が、全体において、存在

する〉ということを、或る偶然的な仕方で
．．．．．．．．．

可能にするにすぎないということ、これである。  

 

４．１ 「形而上学とは何か」における無 

われわれは『カント』書における無についての極めて簡素な記述を、幾つかの仮説を積

                                                   
23 これは、「われわれが存在者の眼前存在を支配することができないとすれば、存在者が受容に依

存しているというまさにそのことが、存在者にはあらかじめいかなるときも対立の可能性が与え

られることを要求する。」という文に続く次の箇所である。「しかしながら、何かを対立させる能

力において、つまり純粋な対応（eine reine Korrespondenz）をはじめて形成する〈何かへと向かう

こと Zuwendung-zu…〉において、受容的直観作用〔すなわち、有限的認識（vgl. GA3, S. 71）〕は遂

行されうる。そしてその場合、われわれが自らの方から対立させるものは何なのだろうか。存在

者はそれではあり得ない。しかし存在者ではないとすれば、その場合まさに無である。この〈何

かを対立させること〉が或る〈おのれを無の中へと引き入れて保つこと Sichhineinhalten in das 

Nichts〉である場合にのみ、表象作用は、無の代わりに、そして無のうちで、無ではないもの、す

なわち、もしそのようなものが正に経験的におのれを示すならば、存在者のごとき或るものを出

会わしめることができる」（GA3, S. 72）。「超越論的対象」との関係における無の記述と共通して、

いずれも現存在が
．．．．

「存在者の眼前存在」、すなわち〈何であるか〉と区別される意味での〈あると
．．．

いうこと
．．．．

〉を
．
、支配しえない

．．．．．．
ということの理由としてこの「無」への言及がはじまっていること

に注目すべきである。  
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み上げながら解釈してきた。この仮説的な解釈を幾らか正当化するために、上の無の特徴

づけを以下の三契機に整理したうえで、これが「形而上学とは何か」の記述と調和的であ

ることを確認しよう。このことは同時に、1929 年の三作品を統一的に、かつ『存在と時間』

の思惟との連関を軸として解釈していく今後の作業の簡卖な見通しを描く試みでもある。

すなわち存在者は、現存在に無が開示されることにおいてはじめて、（1．）全体において

（ im Ganzen）、（2．）存在者として（als solches）、そして（3．）或る偶然的な仕方において、

明らかになる。  

前二者に関していえば、「形而上学とは何か」においてこれらのことが語られている箇

所を探し出すことは非常に簡卖であろう。（1．）存在者は無において、全体において明ら

かになる。すなわち存在者を、〈ひとつの全体において〉明らかにするということは、無

という可能的外部からの反照なくしては生起しえない24。 

 

現存在の無において、全体における存在者は〔…〕、おのれ自身へと到来する。（GA9, S. 120）  

 

そして、（2．）全体における存在者は〈それが存在しないのではなく、存在するというこ
．．．．

と
．
〉を告げる無とともに開示される。すなわち、存在者は無において、存在者として明ら

かになる。 

 

不安の無の明るい夜において、存在者をひとつの存在者として顕わにするような根源的な開顕

性が生じる。それはすなわち、〈それが存在者であり、無ではない〉ということである。（GA9, S. 

114. ハイデッガー（1985）の訳注に従いこのように読む）25 

 

さて第三の契機について検討するためには、「存在者の全体のうちへの破り入り」とい

う概念を簡卖に確認する必要がある。すなわちハイデッガーは 1929 年の幾つかのテクス

トで、学の本質が〈現存在が「存在者の全体のうちへと破り入ること（Einbruch）」〉であ

り、このことが「存在者を存在者としてあらわにすること」であると語っている 26。した

                                                   
24 われわれの解釈が正しければこの関係は、「ひとつの可能的経験の総体」と「超越論的対象＝X」

との関係に重ね合わせられることになろう。  
25 〈存在者を存在者として明らかにする〉ということ、存在者をその〈あるということ〉に関して

明らかにすることが、無によって可能となるということをいうこの引用箇所は、最高原則の第二

の意味を〈存在者のあるということを可能にする或るもの〉としたわれわれの解釈の一つの傍証

である。  

また、不安という気分において無が告知する〈あるということ〉を、或る特別な意味における眼

前存在として規定し、われわれが第二節でみた所謂「パズル・パッセージ」との連関において考

察した注目すべき論考として、Philipse（2007）がある。  
26 すなわち、以下の引用を参照せよ。「人間の実存によって、次のように存在者の全体（das Ganze des 

Seienden）のうちへの破り入りが起こる。つまりいまやはじめて存在者は、それぞれ異なった広さ

において、明瞭性の異なった段階に従って、確実性の異なった程度において、それ自体において、

すなわち存在者として
．．．

露わになるのである」（GA3, S. 228）。  

「この〔学という〕『営為』において生起するのは、人間と呼ばれるひとつの存在者が、存在者

の全体のうちへと破り入ること以外の何ものでもないのであって、しかも、この破り入りにおい

て、そしてこの破り入りを通じて、存在者が、それがそれであり、またそれがそのようにあると
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がってこの「破り入り」は上記二契機と深く連関した事柄を指していると解することがで

きる。 

このことによって、第三の契機が確認できる。すなわち、（3．）「存在者の全体のうちへ

の破り入り」を可能にする無27には、人間の自由は及ばないと語られるのである 28。それゆ

え存在者は、この〈存在するということ
．．．．．

〉が現存在の力能によるのではないという無力さ

とともに、開示される。無において、現存在は、〈存在者としてのおのれ自身をもそのた

だなかに見出すことになるような或る全体〉をはじめて見出すのだが、この全体がまさに

このように〈ある〉ということは、或る「究極的な意味」で偶然的
．．．

である29。 

 

〔…〕現存在は存在者のただなかに投げ出され、〔…〕存在者のうちへの破り入りを遂行するの

ですが、この破り入りは〔…〕究極的な意味で偶然的なのです〔…〕。（GA3, S. 290） 

 

エルンスト・カッシーラーとの対話においてハイデッガーが述べたこの表現は極めて印象

的である。〈全体における存在者
．．．．．．．．．

のうちにおのれを見出すこと〉は、無において
．．．．

成立する。

そして、〈存在者の全体
．．．．．．

のうちへと破り入ること〉は、無によって
．．．．

可能になる。われわれ

が考察の端緒において一旦区別した「全体における存在者」と「存在者の全体」とは、こ

のような仕方で連関しているのである。すなわち人間の自由によって担われる学の営み

（GA9, S. 104）は、「存在者の全体のうちへと破り入ること」であって、たしかに存在者の

全体に関わるのであるが、このことが可能であるためには、必ず〈全体における存在者の

うちにおのれを見出すこと〉が先行的に成立していなくてはならず、そして「全体におけ

                                                                                                                                                     
ころのもののうちで、破り開かれる（aufbrechen）のである」（GA9, S. 105）。  

「破り入りにおいて、それとともに研究しつつ対決することが生起するところのものは、存在者

それ自体であり、そしてそれを超えては、無である〔すなわち、何ものでもない〕」（GA9, S. 105）。 
27 すなわち、以下の引用を見よ。「ただ無が開かれているがゆえにのみ、学は存在者それ自体を研

究の対象にすることができる」（GA3, S. 121）。  
28 「われわれは、われわれがまさに自身の決定や意志によってわれわれを根源的に無の前へと運び

こむことができないまでに、有限的なのである。〔…〕われわれの自由にとって、もっとも固有で

もっとも深い有限性が拒まれている」（GA9, S. 118）。  
29 究極的な意味で、とはすなわち、何らかのより根底的な〈必然／偶然〉の範疇に還元して説明す

ることが不適切であるような意味で、ということだと解しうる。それゆえたとえば次のような意

味でこの偶然性を解してはならない。すなわち、いま存在者が存在する（そして、そのことがわ

れわれに知られている）けれども、或る可能世界において、存在者は存在しない（ないし、われ

われがそれを知るということが成立しない）のであって、この可能世界を参照することにより、

存在者が存在しないということ（ないし、存在者が存在するということが知られるということが

成立しない）が可能であったことがいえるのであり、それゆえ〈存在者が存在する（ないし、こ

のことがわれわれに知られている）〉ということは偶然的である、と。上記の可能世界は上記の想

定そのものによって、既にわれわれの了解の中に含まれてしまっている。したがってわれわれの

存在了解の外部を表現するものではない。本稿第二節の議論を想起せよ。  

ハイデッガーが問題にしているのは、〈まさに現に存在者の存在が明らかになっている〉という

事実とともに、或る根源的な（これ以上理由づけをすることができない）気分
．．

がわれわれに与え

られるということであり、この気分がわれわれに、〈存在者が存在する〉ということについて「な

ぜ？」と言わせるということである（GA9, S. 121; GA3, S. 284）。すなわち「なぜそもそも存在者が

あるのであって、むしろ無ではないのか」と（GA9, S. 122）。むしろこの根本的な「なぜ」が生じ

るがゆえに、われわれは〈存在者が存在する〉という事実を「偶然的」と呼びたくなるのではな

いだろうか。  
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る存在者」は無とともに、無において明らかになる。そして、〈おのれを無の前へと運び

込むこと〉は自由な企投によって可能になることではない。「われわれは、われわれがま

さに自身の決定や意志によってわれわれを根源的に無の前へと運びこむことができない

までに、有限的なのである。〔…〕われわれの自由（Freiheit）にとって、もっとも固有で

もっとも深い有限性が拒まれている」（GA9, S. 118）。冒頭でみた被投性テーゼ
．．．．．．

は、このこ

とを意味していたと解釈するのが妥当であろう。  

 

４．２ 総括 

かくして冒頭の問い〈ハイデッガーの「カント」講義と『カント』書とのあいだにある

二つの微細な差異―すなわち（A）学の後退と（B）無の登場と―が、当時の彼にとっ

ての或るひとまとまりの関心事から発したものであるとすれば、その関心事とは何であり、

どのようにこの二つを結果したのか〉に答える準備ができた。  

ハイデッガーの「カント」講義から 1929 年に至る思惟における関心事とは、〈現存在の

有限性〉の問題系に他ならない。この問題系とは、（A）学の方法の根拠である〈あらかじ

め存在者の全体を包括している先学問的存在了解〉に〈存在者の存在〉が何らかの意味で

先行しているという逆説の解明から生じたものであり、〈現存在の存在了解は、存在者の

存在に対しどの程度まで先行しているのか〉を画定することを目指すものである。この考

究はカントの『純粋理性批判』をハイデッガー自身の問いと重ね合わせて解釈しつつ進め

られることになった。ハイデッガーは自らの問いを『純粋理性批判』にしたがって定式化

したが、それによれば存在論的認識は〈図式形象を形成する超越論的構想力の超越の運動〉

へと極限化される。その際この超越はみずから可能的経験に事象内実を与えるが、また対

象が実際に与えられることを、必然的でない仕方で可能にする地平である「超越論的対象

＝X」を必要とする。（B）ここにおいて〈存在論的認識が決して存在者を産出する力能で

はないということ、すなわち存在論的認識の有限性〉の指標である「超越論的対象＝X」

は、それ自体あらゆる認識の対象とはなり得ず、それゆえ存在するものとして語られうる

ものではない或るものとして、「無」と呼ばれなくてはならなかった。あらゆる自発的な

企投による支配を拒み、ただ気分によってのみ接近しうるようなこの無を名指すことによ

って、ハイデッガーの「存在の学」という理念の撤回は決定的なものとなる。学は現存在

の「自由な」関わりであり、「対象化」をその本質とするが、1929 年のハイデッガーは無

が現存在の自由を拒むものであり、対象化しえない（GA9, S. 115）ものであるということ

を強調するのである。哲学は、無を扱うが、「破り入り」を本質とする学は、無を扱いえ

ない。「学は無を思惟しようとしない」のである（GA9, S. 106）。                     
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凡例 

 

・引用文における強調はすべて被引用者に由来する。  

・引用文における〔亀甲括弧〕内は引用者による補足である。  

・〈山括弧〉は専ら意味の区切りを表示する目的で用い、必ずしも何らかの術語ないし引用である

ことを意味しない。  
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