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「時間と存在」の再現 
 

仲原 孝（大阪市立大学） 

 

 

（Ａ）序論 
 

 本論考は、『存在と時間』の第１部第３編「時間と存在」の構想を、できるだけ具体的

に再現することを目的とする。 

 その際、あくまでハイデガーが『存在と時間』の公刊部分を執筆している時点での「時

間と存在」の構想を再現することが問題であって、『存在と時間』公刊以後（つまり 1927

年４月以後）のハイデガーの思想を一切考慮に入れてはならないことを、まず確認してお

く必要がある。なぜなら、ハイデガーは 1927 年１月初頭の時点ですでに、「時間と存在」

の当初の構想に重大な問題が含まれていたことを、ヤスパースとの対話の中で認識するに

至っており（資料 1.）、これ以後ハイデガーはただちに、自己自身の構想を変様させてゆ

くからである。自己の構想の限界を認識する前と、限界を認識して構想の立てなおしを企

てはじめた以後とを、区別せずに扱ってしまったのでは、『存在と時間』の限界がどこに

あったかを正確に特定することは、もちろん不可能になる。 

 

［資料 1.］ 

 〔……〕なぜなら、第１部第３編「時間と存在」は、〔『存在と時間』の〕印刷の間に、不

充分なものであることが判明したからである。（〔公刊を〕中止する決断を下したのは、1926

年の 12 月の最後の数日、ハイデルベルクのＫ．ヤスパースのもとに滞在していた間のことであ

った。この時、『存在と時間』の校正刷りを手にしながら活発で友情に溢れた討論を行なった

ことによって、この最も重要な編（第１部第３編）のそれまでに達成されていた仕上げは理解

できないものに留まらざるをえない、ということに私は気づいたのである。公刊の中止の決断

を下したのは、我々がＲ．Ｍ．リルケの逝去〔1926 年 12 月 29 日〕の知らせを受け取った、そ

の日のことであった）―もちろん私はその時は、翌年になればもう、すべてをもっと判明に

語ることができるだろうと思っていた。それは考え違いであった。そこでその後の数年間に、

回り道を通って本来の問に導くことを目指したいくつかの著作を公刊することになったので

ある1。 

 

 しかし、『存在と時間』公刊部分の執筆中の「時間と存在」の構想を伝える資料が、少

                                                        
1 Die Metaphysik des deutschen Idealismus - Zur erneuten Auslegung von Schelling ..., Vorlesung/Seminar 1941, Ga49, pp. 

39-40. 実際にはこの日付はハイデガーの記憶違いであり、彼がヤスパースのもとを訪問したのは

19 27 年 1 月 1 日から 10 日の間のことである。 Cf. ibid., Anm.3; Kisiel: The Genesis of Heidegger's Being and 
Time, Berkeley etc. 1993, pp.485-486, 564 note 25. 
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なくとも現在のところは存在しない以上、実際問題としては、『存在と時間』公刊以後（1927

～29 年）の講義録や著作などを手がかりとして、そこからの推論によって「時間と存在」

の構想を再現する以外の道はない。そこで我々は、まず「時間と存在」の構想をなにがし

か伝えていると考えられる講義録や著作の内容を確認し、つづいて、その中のどの程度ま

でが『存在と時間』公刊部分の執筆時点での構想を反映しているかを検討する、という手

順をとることにする。 

 

 

（Ｂ）「時間と存在」の構成 
 

§01. 『論理学』講義（1928）における「時間と存在」の構想 
 我々がまず注目するのは、『論理学』という表題のもとに行なわれた 1928 年の講義であ

る（この講義は全集版では『論理学の形而上学的始原』という表題に変更されているが、

ここでは「論理学講義」と略称する）。 

 ここでハイデガーは、「基礎的存在論」が３つの課題を遂行することを語っている（資

料 2.）。簡潔に言えば、1. 現存在を時間性として解釈すること、2. 存在問題の〈とき的〉

解明、3. 転換（der Umschlag）、という３つの課題を果たすのが基礎的存在論である、と

彼は言うのである。言うまでもなく、ここで第１の課題とされている、「現存在を時間性

として解釈すること」は、『存在と時間』の公刊部分で行なわれていることの全体を指し

ている。したがって、「時間と存在」が果たすべき課題としては、ここでは、「存在問題

の〈とき的〉解明」と、「転換」という、二つの課題が挙げられていることになる。我々

は以下の論述をわかりやすくするために、仮にここではこの二つの課題を果たす部分を「時

間と存在」の「第１章」と「第２章」と読んでおくことにしよう。 

 

［資料 2.］ 

 我々が基礎的存在論ということで理解しているのは、存在論一般の根拠措定のことである。

これには次のことが属している。 

 1. 形而上学の根本問題としての存在の問の内的可能性を挙示し根拠づけること―現存在

を時間性として解釈すること。 

 2. 存在の問に内包されている根本諸問題を分析解明すること―存在問題の〈とき的〉解明。 

 3. この問題系の自己理解を展開すること、この問題系の課題と限界―転換2。 

 

つまり …… 「時間と存在」 

         第１章 存在問題の〈とき的〉解明  

         第２章 「転換」と「メタ存在論」  

 

                                                        
2 Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz, Vorlesung SS 1928, Ga26, p.196.（改行を付加） 
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 さて、まず「第１章」の具体的な内容から検討していこう。この箇所でハイデガーが、

「存在問題の〈とき的〉解明」の内容を説明するのに、〈存在の問に内包されている「根

本諸問題」（Grundprobleme）を分析解明すること〉という表現を用いているのに注目しよ

う。ここに引用された箇所よりも少し前のところで、ハイデガーは、この「根本諸問題」

が具体的には「４つ」あると述べている（資料 3.）。言うまでもなく、これら４つの「根

本諸問題」は、1927 年の講義『現象学の根本諸問題』で扱われている４つの「根本諸問題」

に完全に一致しており、ただ挙げられる順序が異なっているにすぎない。これら４つの根

本諸問題のすべてを「とき性」（Temporalität）という地平のうちで統一的に解明すること、

そしてそれによって、「とき性」が存在一般の意味であることを具体的に明らかにするこ

と、これが、1928 年の『論理学』講義では、「時間と存在」の「第１章」の課題とされて

いるのである。 

 

［資料 3.］ 

 「存在」という一般的表題は、以上の４つの根本諸問題を包括している。すなわち〔それを

端的に総括すれば〕、1. 存在論的差別、2. 存在の根本分節、3. 存在の真理的性格、4. 存在の

領域性と存在の理念の統一性3。 

 

 次に、「第２章」で論じられるべき「転換」とは何を意味しているかを検討しよう。こ

の講義でハイデガーは、「存在論がそこから出発したところへと向かって打ち返す内的必

然性」について語っている（資料 4.）。最初に断わったとおり、逐一読み上げて検討する

ことは省略して、ここ（資料 4.,5.）で述べられていることを端的に要約すれば、「存在者

の可能的な総体」ないし「存在者全体」から出発して存在へと進むのが「存在論」である

のに対して、「存在論がそこから出発したところへと向かって打ち返す」学、つまりこん

どは存在から出発して存在者へと進むような学のことを、ここでは「メタ存在論」と呼ん

でいるわけである。 

 

［資料 4.］ 

 存在論がそこから出発したところへと向かって打ち返す〔zurückschlägt〕内的必然性を、人間

の実存の源現象において、次のように明らかにすることができる。〔……〕理解のうちに存在

がある〔es gibt〕、という可能性は、現存在の事実的な実存を前提としてもっており、そして

実存はさらに自然の事実的な眼前存在を前提としてもっている。ラディカルに立てられた存在

問題の地平のうちでまさしく明らかになることは、存在者の可能的な総体〔 eine mögliche 

Totalität von Seiendem〕がすでに現に在る場合にのみ、この〔つまり存在問題の〕すべては見え

うるようになり、存在として理解されうる、ということである。 

 ここから、存在者全体〔das Seiende im Ganzen〕を主題にもつ独自の問題系の必然性が帰結す

る。この新たな問の設定は、存在論そのものの本質のうちにあるものであり、存在論の転換か

                                                        
3 op.cit., pp.193-194. 
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ら、つまり存在論のメタボレーから、帰結するものである。この問題系を、私はメタ存在論
．．．．．

〔Metontologie〕と名づける。そしてこの、メタ存在論的‐実存的な問の圏域のうちには、実存

の形而上学の圏域もまた含まれている（ここではじめて倫理学の問は立てられうる）4。 

 

［資料 5.］ 

 基礎的存在論は、1. 現存在の分析論であり、そして、2. 存在の「とき性」の分析論である。

しかしこの〈とき的〉な分析論は、同時に転回
．．

〔Kehre〕でもある。それは、存在論が非明示的

にいつもそのうちに成立していた形而上学的存在者論〔die metaphysische Ontik〕へと、存在論

が明示的に逆流してゆく、そういう転回である。ラディカルにし普遍化するという動性を通じ

て、存在論をそれ自身のうちに潜在していた転換〔Umschlag〕へともたらすことが重要なので

ある。そこにおいて、〈転回すること〉が遂行され、そしてメタ存在論への転換へと至るので

ある5。 

 

図式化すれば …… Ontologie:    Seiendes → Sein 

                  Metontologie:  Seiendes ← Sein 

 

「メタ存在論」のうちには「実存の形而上学」や「倫理学」も含まれると言われている

とおり、メタ存在論は、存在者の「総体」だけを主題とするのではなく、存在一般に着眼

しながら存在者の個々の領域を根拠づける学、いわゆる「領域的存在論」も、メタ存在論

のうちには包含されることになる。 

 

§02. 『論理学』講義での構想と『存在と時間』執筆時点での構想との関係 
 以上は、あくまで 1928 年の『論理学』講義で提示されている「時間と存在」の構想をた

どったものである。しかし、冒頭にも確認されたとおり、本論考の課題は、『存在と時間』

公刊部分を執筆している時点でのハイデガーの「時間と存在」の構想を再現することでな

ければならない。そこで次に、以上で概観された構想の、どの程度までが『存在と時間』

執筆時点での構想だと言えるかを、検討する必要がある。 

 まず注目する必要があるのは、1926 年夏学期、つまりまさしく『存在と時間』公刊部分

を執筆している真っ最中の学期に行なわれた講義の中に、存在論の「転換」と「メタ存在

論」についての言及があるという事実である（資料 6.）。この講義を行なっている時のハ

イデガーは、『存在と時間』の執筆に大半の時間を割かなければならなかったために、例

年のようにほぼ完全な講義草稿を作る時間がなく、ごく簡潔なメモだけを作って、詳しい

ことは口頭で説明するという形で講義を行なった。したがって、全集版にもこの簡潔なメ

モの文面しか収録されておらず、「転換」や「メタ存在論」についてハイデガーが具体的

に何を語ったかは知ることができない。しかしそれでも、このたった一言は、さきほど要

約されたのと基本的には一致する「転換」と「メタ存在論」の構想を、『存在と時間』執

                                                        
4 op.cit., p.199. 
5 op.cit., p.201. 
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筆時点のハイデガーがすでにもっていたということを、はっきりと示している。 

 

［資料 6.］ 

 存在への問はそれ自身を超越する。存在論的な問題は転換する
．．．．．．．．．．．．

！ メタ存在論的に
．．．．．．．

。神学。

存在者全体。 

  Die Frage nach dem Sein transzendiert sich selbst. Ontologisches Problem schlägt um! Metontologisch ; 

θεολογική; das Seiende im Ganzen6. 

 

 たしかに、『存在と時間』の公刊部分の中には、「転換」や「メタ存在論」という言葉

はまったく登場しない。しかし、ハイデガーの哲学が、ある地点から出発してその同じ地

点へと「打ち返す」、という一種の「往復運動」を行なうものであることは、『存在と時

間』でもはっきりと述べられている（資料 7.）。先に挙げた『論理学』講義の文章（資料 

4.）で、「存在論がそこから出発したところへと向かって打ち返す内的必然性」について

語られていたが、この二つの文章で、まったく同じ「打ち返す」という言葉が使われてい

ることに注意しよう。明らかにこの二つの文章は、まったく同一の運動について語ってい

る。すでに『存在と時間』公刊部分でハイデガーは、現存在という存在者から出発して「と

き性」にまで至ったところで、運動の方向を逆転し、こんどは「とき性」から出発して存

在者の諸領域へ、そしてとりわけ現存在という存在者へと「打ち返す」、そういう運動の

構想を語っているのである。 

 

［資料 7.］ 

 哲学は普遍的な現象学的存在論であり、現存在の解釈学から出発するが、この後者〔現存在

の解釈学〕は実存の分析論として、一切の哲学的な問いの手引きの終端を、そこからその問い

が発源し
．．．

、そこへと打ち返す
．．．．

〔zurückschlägt〕、そこのところへとつなぎとめているのである7。 

 

 こう考えてくれば、これも『存在と時間』公刊部分（資料 8.）で、現存在分析論を「存

在一般の理念」に基づいてあらためて「反復」することを予告しているのは、「メタ存在

論」のことを考えながら語っていることは明らかである。『存在と時間』第１編で行なわ

れた「現存在の準備的基礎分析」が、第２編で「時間性」の地平のうちで反復されている

のは周知のとおりだが、ハイデガーは資料 8. に引用されたこの文章で、こんどは「存在

一般の理念」（つまりとき性の理念）を地平として、現存在分析論をさらにもう一度反復

する構想を語っている。これは、1928 年の『論理学』講義で用いられている言い方で言え

ば、「とき性」から出発して実存の諸現象を解明する、「実存の形而上学」の構想を語っ

ているのである。 

 

 

                                                        
6 Grundbegriffe der antiken Philosophie, Vorlesung SS 1926, Ga22, p.106. 
7 SuZ, p.38, cf. p.436. 
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［資料 8.］ 

 これ〔存在一般の理念〕が獲得されていない限りは、現存在の反復的な
．．．．

時間的分析〔zeitliche 

Analyse〕もまた不完全なもの、不明瞭さを背負ったものであるにとどまる〔……〕。現存在の

実存論的‐時間的分析は、それ自身、存在概念の根本的な議論の枠組の中で、あらためて反復

されることを要求するのである8。 

 

 『存在と時間』の公刊部分では、「メタ存在論」や「転換」「転回」という言葉は用い

られていないが、『論理学』講義で語られているメタ存在論と内容的に完全に一致する構

想は、すでにはっきりと語られているのである。のみならず、『存在と時間』公刊部分の

執筆途中である 1926 年の講義で、ハイデガーは「転換」と「メタ存在論」という言葉その

ものもすでに用いている。したがって、『論理学』講義で語られているメタ存在論の構想

は、基本的には『存在と時間』公刊部分の執筆時点での構想をそのまま語ったものである

と結論することができる。 

 そして、メタ存在論は、存在者から存在（あるいはとき性）へと進んできた運動が、方

向を逆転して、こんどは存在（あるいはとき性）から存在者へと進む運動を意味している

のであるから、メタ存在論が構想されているということは、当然それよりも「前」の箇所

で、まず「とき性」の分析論が行なわれることも同時に構想されていなければならない。

つまり、「時間と存在」の中の、我々が仮に「第１章」と呼んだ部分で「とき性」の分析

論を行ない、つづく「第２章」で「転換」と「メタ存在論」について論ずる、という構成

を、『存在と時間』執筆時点のハイデガーが構想していたことは、ほぼ間違いないと結論

することができる。 

 

 

（Ｃ）存在一般の意味としての「とき性」 
 

 「時間と存在」の、少なくとも大枠の構成は判明した。そこで次に、この２つの章のそ

れぞれが具体的に何をいかに論じるはずであったかを明らかにしなければならない。まず

「第１章」の、「とき性」の分析論の方から考えていこう。『論理学』講義では、この章

が４つの「根本諸問題」を順次論ずる形で構成されるという構想が述べられていた。しか

し、これがそのまま『存在と時間』公刊部分の執筆時点での構想であるかどうかについて

は、確実な判断を可能にする資料がまったくない。たしかに、『存在と時間』公刊直後の

講義『現象学の根本諸問題』は、これと同じ４つの「根本諸問題」を扱っている。しかし、

この講義を開始した時には、ハイデガーはすでに「時間と存在」が重大な困難を含んでい

ることを認識しているのであるから、この４つの根本諸問題を順次論ずる構成は、すでに

当初の構想を大幅に組み換えた結果であるかもしれない。この点に関しては、蓋然的な結

論以上のものを得ることは、現時点では不可能であると言わなければならない。 

                                                        
8 SuZ, p.333. 
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 しかし、少なくとも「第１章」の全体が、いかなる問題をいかに解決しようとしたかに

ついては、一定の根拠をもった結論を得ることが可能であると考えられる。これまでの検

討が明らかにしたところによれば、「第１章」全体の課題は、存在理解一般の地平が〈と

き性〉にあることを明らかにすることにある。そこで以下において、「とき性」とは何か、

「とき性」はなぜ存在理解一般の地平であるのか、といったことを明らかにすることによ

って、「第１章」の全体的洞察を再現してみよう。 

 

§01. 存在の「外部性」 
 「とき性」の概念について具体的に論じている唯一の資料は、1927 年の講義『現象学の

根本諸問題』しかない。ところがこの講義で「とき性」概念に与えられている規定は、あ

る曖昧さを含んでいる。この曖昧さを除去するためには、少し立ち入った考察が必要にな

るのだが、ここでは時間の関係で詳しい考察は省略し、結論だけを端的に示すに留める。

「とき性」とは、時間性の三つの地平的図式の根源的統一性を意味する概念である（資料 

9.）。時間性を構成する「将来」「現在」「既在性」という三つの「脱自態」は、それぞ

れある「地平」へと向かう脱自であり、この脱自の地平をハイデガーは「地平的図式」と

名づける。「とき性」とは、三つの脱自態にそれぞれ対応する三つの地平的図式の、根源

的な統一性を意味しているのである。 

 

［資料 9.］ 

 現存在の根本体制一般の十分に根源的な解釈は、つまり、時間性そのものの解明は、時間性

からして、あるいはより正確に言えば、時間性の地平的図式からして
．．．．．．．．．．．．．

、すなわち
．．．．

「とき性
．．．

」か
．

らして
．．．

、存在理解の可能性に光を当てるための土台を手渡さなければならない9。 

 

 したがって、「とき性」とは何を意味しているかを明らかにするためには、脱自の「地

平」とは何を意味するかを明らかにする必要がある。『現象学の根本諸問題』によれば（資

料 10.）、脱自の「地平」とは、脱自がそこへと向かって開かれているところの、ある「開

けた広がり」を意味している。ハイデガーは空間的な比喩的イメージを使って語っている

が、より概念的な形で言い換えれば、彼は次のようなことを言わんとしていると解される。

「脱自」（Außer-sich）とは、その名称のとおり、ある意味でそれ自身の「外部」と呼ばれ

てよいようなもの、つまりそれ自身の意のままにならないもの、自由に企投しえないもの、

そういうものへの関わりを意味している。脱自の「地平」とは、こういう存在の「外部性」

が、そのうちで成立しているところの一種の場所を意味しているのである。 

 

［資料 10.］ 

 脱自態には、固有の開性
．．

〔Offenheit＝開かれてあるという性格〕が属している。おのおのの

脱自態がそれ自身で一定の仕方でそこへと向かって開かれているところのものを、我々は脱自
．．

                                                        
9 Die Grundprobleme der Phänomenologie , Vorlesung SS 1927, Ga24, p.444.（強調引用者） 
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態の地平
．．．．

と呼ぶ。地平とは、そこへと脱自そのものがそれ自身を脱してゆくところの、開けた

広がり〔die offene Weite〕である。脱自がこの地平を
．．．．．．．．

開き
．．

、そして開かれたままに保つのであ
．．．．．．．．．．．．．．．

る
．

10。 

 

 『存在と時間』、およびその前後の時期に、ハイデガーが確かに存在者の存在を現存在

に非依存的なものとして、そういう意味で「外部的」なものとして、理解していることを

示すテクストを挙げておく（資料 11.）。 

 

［資料 11.］ 

 存在者は、存在者がそれによって開示され、発見され、規定されるところの、そういう経験

や知識や把握に依存せずに存在する
．．．．

。しかし存在は、その存在に存在理解といったものが属し

ているような存在者の理解の内においてのみ「存在する」11。 

 

 この存在者〔＝最広義の自然〕は、我々がそれを発見しなくても、つまりそれが我々の世界

の内部で出会われていなくても、存在する。そうだとすれば、内世界性は、自然というこの存

在者が存在者として発見されている
．．．．．．．

時に、それに単に偶然に振りかかってくる
．．．．．．．．．．．

〔zufällt〕にす

ぎない。〔……〕発見された
．．．．．

自然には、つまり、暴露されたものとしてのそれに我々が関わっ

ている、その限りにおける存在者には、それがそのつどすでに何らかの世界の内に在るという

ことが帰属している。しかし、自然の存在
．．

には内世界性は帰属しないのである12。 

 

 さて、現存在は日常性のうちでは、自分の出会うすべての存在者を「現存在自身のため」

へと向かって企投している。日常性のうちでは、存在者の存在は、以上のような意味で「外

部的」なものとして、つまりいかにしても企投しえないものとして、開示されてはいない。

存在の「外部性」が開示されるのは、現存在の遂行する企投が何らかの意味で破綻する
．．．．

状

況においてである。『存在と時間』第 16 節で分析されている状況、つまり手許存在者が壊

れていたり、見当たらなかったり、邪魔なものがあったりすることで、手許存在者がその

「非手許性」においてあらわになるような状況は、存在の外部性が開示される状況の一つ

である。 

 事態を鮮明に見えるようにするために、少々極端な事例を考えてみよう。例えば、私の

仕事のために是非とも必要なデータがすべて入っており、しかも運悪くバックアップもと

っていなかったパソコンが、ある日突然、まったく立ち上がらなくなってしまったとしよ

う。業者に見てもらったら、これはハードディスクが破損している、データは二度と戻ら

ない、と言われたとしよう。どうしていいのか見当もつかない茫然自失の中で、私は〈故

障したパソコンの存在〉をまさしく私にとって「外部的」なものとして、私の企投によっ

てはどうすることもできないものとして、目の前に見出している。私はこの茫然自失その

                                                        
10 op.cit., p.378. 
11 SuZ, p.183. 
12 Die Grundprobleme der Phänomenologie , Ga24, p.240. 
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ものの直中にいるかぎり、いかなる方法的懐疑を駆使しても、この〈故障したパソコンの

存在〉を疑うことは決してできない。つまり私はここで、単なる私の表象や、私の解釈の

産物に還元することの決してできない、「存在者が存在するという否応なしの事実」の開

示性に出会っているのである。 

 もちろん今あげた例は、あくまで〈故障した私のパソコン〉という個別的存在者の存在

が、その外部性において開示される状況の例である。ハイデガーが最終的に解明しようと

しているのは、「存在者全体」がその外部性において開示されるような場所である。しか

し、「現存在が遂行する企投が破綻する状況において存在の外部性は開示される」という、

これまで確認された方針は、存在者全体の外部性を考える上でも依然として有効である。

なぜなら彼は、現存在の遂行する企投が総じて
．．．

破綻し、世界が全き「無意義性」（Unbedeut- 

samkeit）において開示される状況である「不安」を、存在の問を導く決定的な根本経験と

見なしているからである。「不安」とは、現存在が自己自身の「死」の可能性に直面する

情態性である。自己自身の非存在の可能性に直面している現存在は、それまで「現存在自

身のため」に遂行されていたすべての企投を、もはやそれまでのように遂行することは根

本的にできなくなる。しかし、こうして一切の企投が根源的に破綻するがゆえにこそ、現

存在は自分が企投しえないにもかかわらずそこに存在者全体が存在しているという事実を、

私の企投によってはどうすることもできない「外部的」な事柄として見出さざるをえない

のである。 

 ハイデガーが脱自の「地平」と呼んでいるのは、存在の以上のような意味での「外部性」

が開示される場所のことである。そして彼は、まさしく「とき性」こそが、こうした外部

性を成立させている原理なのだと考えるのである。そこで次に、「とき性」はいかにして

存在の外部性を成立させるのか、という問題に答えなければならない。 

 

§02. 存在の「外部性」の場所としての「とき性」 
 これまでに明らかにされたことは、存在の外部性は〈企投の破綻〉の状況において開示

される、ということであった。企投が破綻するとは、時間性の視点から考えれば、将来の

可能性が現在に対する徹底的な断絶において開示されることを意味する、と解釈すること

ができる。故障したパソコンを私がどうしても企投することができずに茫然自失している

のは、私が一切の存在者を「私自身のため」という可能性へと向かって企投しようとして

いるにもかかわらず、現在目の前にあるパソコンが、このような企投を不可能にするから

である。不安のうちで存在者全体が、企投されえないにもかかわらず存在するものとして

現前するのは、存在者全体は存在しているにもかかわらず、それをそこへと向かって企投

すべき「現存在自身のため」という可能性が、不可能性という様相において開示されてい

るからである。 

 ハイデガーが「可能性への先駆」と呼んでいるのは、このように、将来の可能性が現在

に対する徹底的な断絶において開示されるという現象である、と解することができる（資

料 12.）。そして「先駆」は「本来的時間性」に属する「将来」の契機である。本来的時間

性は、将来から時熟することをその本質とする（資料 13.）のであるから、「先駆」は本来



「時間と存在」の再現（仲原孝） 
ⓒ Heidegger-Forum vol.2 2008  

 

 10 

的時間性全体の源泉をなしている、と考えてよい。ハイデガーが「本来的時間性」と呼ん

でいるのは、将来が現在の全面的否定の可能性という様相をもって開示されるような時間

のことである。時間がこのような様相をもって開示される時、現存在は企投を遂行しえな

い状況に直面するのであり、したがってまた、企投しえないにもかかわらず否応なしに存

在者が存在することに直面するのである。ハイデガーが時間性の本質を「脱自」に見出す

のは、時間性が本来的に時熟する時には、現存在は必然的に存在の外部性に直面するから

なのである。 

 

［資料 12.］ 

 〈死へと向かう存在〉としての〈可能性へと向かう存在〉は、死がこの存在のうちで、そし

てこの存在にとって、可能性として
．．．．．．

開示されるような仕方で死
．
へと関わらなければならない。

可能性へと関わるこうした存在のことを、我々は術語的に可能性への先駆
．．．．．．．

として捉える。〔…

…〕可能性としての死へと向かって存在することの最も近い近さも
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、現実的なものに対しては
．．．．．．．．．．．

可能な限り遠いところにある
．．．．．．．．．．．．．

。この可能性が覆われることなく理解されればされるほど、それ

だけ一層純粋に、理解は実存一般の不可能性の可能性としての
．．．．．．．．．．．．．．．．．

可能性のうちへと突き進んでゆ

くことになる13。 

 

［資料 13.］ 

 〔……〕時間性は、諸脱自態の積み重ねや継起によって初めて生成するものではなく、その

つど諸脱自態の等根源性のうちで時熟するものである。しかし、この等根源性の範囲内で、時

熟の諸様態は異なっている。そしてこの相違は、時熟が異なった脱自態からまず最初に規定さ

れるということがありうる、という点に存しているのである。根源的で本来的な時間性は、本

来的な将来から時熟する。つまり、本来的将来は、将来的に既在しつつ初めて現在を呼び覚ま

すのである14。 

 

 非本来的理解は、存在可能を配慮可能なものから企投するものである、ということは、非本

来的理解は現在から時熟する、ということを意味している。これに対して、瞬間は逆に本来的

な将来から時熟する15。 

 

 そして、本来的時間性が時熟する時に開示される存在の外部性の本質を、ハイデガーは

「とき性」という概念によって理解しようとするのである。「とき性」が存在理解の「地

平」であると彼が言うのは、本来的に時熟する時間、つまり将来が現在の全面的否定の可

能性として開示されるような時間に、あらかじめ着目しながら存在を理解することによっ

て、はじめて現存在は存在の外部性の真の意味を理解することができるからである。存在

は、時間に着目しつつ理解される時、はじめてその真の意味において理解されるのである。 

                                                        
13 SuZ, p.262. 
14 SuZ, p.329 
15 SuZ, p.338. 
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§03. 「存在一般の意味」としての「とき性」 
 以上の検討によって、「とき性」こそが存在理解の「地平」であるとハイデガーが考え

た理由は明らかにされた。しかし、『存在と時間』で彼が最終的に解明しようとしていた

のは、「存在一般」（Sein überhaupt）の理解の地平である。ハイデガーが「存在一般」と

呼んでいるのは、具体的には「実存」と「最広義における眼前存在」という二つの存在概

念を統合する統一性のことである（資料 14.）。では、「とき性」はいかにして実存と眼前

存在との統一性を理解可能にするのか。 

 

［資料 14.］ 

 実存疇と範疇は、存在の性格の二つの根本可能性である。両者に対応する存在者は、おのお

の異なった仕方で最初に問いかけることを要求する。すなわち、存在者は誰（実存）であるか、

あるいは何（最広義における眼前性）であるか、である。存在性格のこの二つの様態の連関に

ついては、存在の問の解明された地平からして初めて論ずることができる16。 

 

 現存在の存在体制と自然の存在体制との間の存在論的区別は、きわめて乖離したものとして

立証されたがゆえに、存在のこの二つのあり方は比較を絶しており、存在一般の統一的概念か

らは規定することができないかのように、さしあたっては見える。実存
．．

と眼前存在
．．．．

は、例えば

伝統的な存在論のうちでの神の存在の規定と人間の存在の規定よりも、もっと乖離したもので

ある。なぜなら、神という存在者も人間という存在者も、なお眼前存在者として概念把握され

ているからである。かくして、問は尖鋭化される。存在様式のかくもラディカルな区別にもか

かわらず、こうした異なる存在様式を存在
．．

の様式と呼ぶことを正当化するような存在の統一的

な概念を見いだすことが、そもそもできるのだろうか。存在の諸様式の可能的な多様性と関係

づけられた場合、存在概念の統一性はいかにとらえられるべきであろうか17。 

 

 現存在が本来的な「とき性」に直面するのは、現存在が自己の「死」の可能性に直面す

ることによって、一切の企投が破綻する時である。現存在の死は、現存在の遂行する一切

の企投を破綻させる「限界/終末」（Ende）である。現存在は、まさしくこうした根源的

な「有限性」（Endlichkeit）に直面することによって、同時にこの限界の「外部」が存在

することを知るのである。存在者全体が、企投しえないにもかかわらず否応なしに存在す

ること（最広義における眼前存在）は、現存在が自己の実存の根源的な有限性を自覚する

時に、初めて開示されるのである。 

 したがって、実存の有限性の「外部」を意味する「とき性」は、最広義における眼前存

在がそのうちで成立している外部的な場所であると同時に、現存在が実存の本来性を自己

理解することを可能にする制約でもあることになる。この意味において、「とき性」は実

存と最広義における眼前存在とを統一的に理解可能にする地平であり、つまり「存在一般

                                                        
16 SuZ, p.45 
17 Die Grundprobleme der Phänomenologie , Ga24, pp.250-251. 
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の意味」なのである。 

 「時間と存在」の「第１章」は、以上に略述されたような仕方で「とき性」を「存在一

般の意味」として解明し、実存であれ眼前存在であれ、およそ存在一般は根源的な時間の

地平のうちで理解された時に、はじめてその最も根源的な意味において理解されるのだと

いうことを、立証するものとして構想されていたのである。 

 

 

（Ｄ）「転回」と「挫折」 
 

 では、つづく「第２章」では、ハイデガーは何を、いかに論ずることを構想していたの

だろうか。ここが存在論の「転換」と「メタ存在論」について論ずる箇所であることは、

すでに明らかにされた。しかしハイデガーは、転換とメタ存在論の全般的理念については

確かに 1928 年の『論理学』講義で述べているが、メタ存在論という名称のもとで具体的に

どんな学をいかに構築しようとしていたのかについては、まったく一言も書き残していな

い。なぜか。結論を端的に言えば、彼はメタ存在論の構想を書き残さなかったのではなく、

書き残すことができなかった
．．．．．．

のである。なぜなら、彼はまさしく存在論からメタ存在論へ

の「転回」を遂行することができなかったがゆえに、「挫折」せざるをえなかったからで

ある（資料 15.）。 

 

［資料 15.］ 

 ここで全体が逆転する。問題の編が公刊されなかったのは、思考がこの転回を十分に語るこ

とができなかったからであり、形而上学の言葉の助けを借りては〔この困難を〕切り抜けるこ

とができなかったからである18。 

 

 彼がなぜ転回を遂行できなかったのかを考えてみよう。ハイデガーの「挫折」を理解す

るためにまず重要なことは、彼が「頽落」を現存在の「本質的な」存在論的構造と見なし

ており（資料 16.）、決して個々人の怠慢や誤謬によって生じている現象とは見なしていな

い、ということを確認しておくことである。言い換えれば、頽落とは歴史的必然性をもっ

た現象であると彼は考えていたのであり、だからこそ彼は、頽落を真に克服するために、

『存在と時間』の第２部で「存在論の歴史の破壊」を行なうことが必要だと考えたのであ

る。 

 

［資料 16.］ 

 頽落は現存在そのものの、本質的な
．．．．

存在論的構造をあらわにする。この構造は、〔現存在の〕

夜の側面を規定するものではない。むしろそれは、現存在のすべての昼〔Tage〕を、その日常

性〔Alltäglichkeit〕において構成しているものである19。 

                                                        
18 Brief über den Humanismus, in: Wegmarken, 1.Aufl., p.159. 
19 SuZ, p.179. 
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 存在者および自己自身に対する現存在の根本関係である超越を、このように誤って解釈する

ことは、思考や洞察力の単なる過ちではない。それは現存在自身の歴史的実存のうちに、その

根拠と必然性とをもっている20。 

 

 第一に存在としての存在への問の閑却と、第二に、志向的なものの存在への問の閑却という、

この二つの閑却は、哲学者たちの偶然的な怠慢ではない。むしろこの二つの閑却のうちには、

我々の現存在そのものの歴史があらわになっているのである。この場合の歴史は、公共的な出

来事の総体として理解されているのではなく、現存在そのものの生起のあり方としての歴史と

して理解されているのである。それがすなわち、頽落という存在様式における現存在である。

現存在は、頽落というこの存在様式から逃れ出てゆくようなものではない。現存在はまさしく

この存在様式のうちで、はじめてそれ自身の存在へと至るのである。現存在が頽落に反抗する

場合であっても21。 

 

 ところが他方で彼は、『存在と時間』の公刊部分で、個々の現存在が「良心をもとうと

する意志」によって遂行する「先駆的覚悟性」によって、頽落が克服されるという思想を

展開している。そしてこの思想は、「存在の問」を課題とするハイデガーにとって、不可

欠な思想である。なぜなら、もしも頽落を単純に歴史的必然性の産物に帰着させるだけに

終始するとしたら、この歴史的必然性のもとに服している我々は、ただこの必然性を必然

性のままに受け入れることしかできないことになり、「存在の問」によって存在忘却を克

服しようとする営み自体が無意味となるからである。つまりハイデガーは、一方で頽落の

歴史的必然性を整合的に根拠づけながら、しかも他方で個々の現存在が遂行する思考によ

って頽落を覆す可能性をも根拠づけなければならないという、困難な課題を果たさなけれ

ばならないのである。 

 しかし、この課題を果たすことは、困難ではあっても、決して「不可能」であるわけで

はない。『存在と時間』の限界を鮮明に浮かび上がらせるために、ここであえて「後期」

のハイデガーの思想を引いてみよう。『ニーチェ』講義に収録されている論文「ニヒリズ

ムの存在歴史的規定」では、彼は概略、次のように考えている。形而上学が存在の真理を

一貫して思考しなかったのは、個々の哲学者の怠慢のせいではなく、存在の真理そのもの

が「欠在」（ausbleiben）していたからである。個々の人間の遂行する思考は、存在そのも

のの欠在を覆す力はもたない。しかし、存在の欠在を欠在するままに「放逸」（auslassen）

するか、それとも存在を欠在するものとして
．．．

思考するか、ということの決断は、人間の思

考の領域に属している（資料 17.）。―要するに、後期のハイデガーは、存在そのものが

それ自身を開示するか否かという問題と、人間の思考が存在を開示するか否かという問題

とを、はっきりと区別して扱っている。これによって、存在忘却の歴史的必然性は、存在

そのものの覆蔵性に根拠づけると同時に、人間の思考の自由は、この存在の自己覆蔵性を

                                                        
20 Die Grundprobleme der Phänomenologie , Ga24, p.458 
21 Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, Vorlesung SS 1925, Ga20, p.179-180. 
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自己覆蔵性として思考するか否かというところに保証することが可能となっているのであ

る。 

 

［資料 17.］ 

 ニヒリズムの十全な本質の固有性格〔das Eigene〕は、存在そのものの欠在である。しかし、

形而上学のうちでこの欠在が生起している限り、この本来態〔dieses Eigentliche〕はニヒリズム

の本来態として
．．．

は容認〔zulassen〕されることがない。むしろ、欠在としての欠在は、まさしく

形而上学の思考のうちでは放逸〔auslassen〕されており、しかも、形而上学は自己自身の行な

いであるこの放逸〔そのもの〕をもまた放逸してしまっている。この放逸によって欠在は、し

かも隠された仕方で、欠在するがままに放任〔überlassen〕されている。ニヒリズムの本来態は、

まさしくそれが生起することによって、本来態ではなくなっている
．．．．．．．

。それはいかなる意味でか。

ニヒリズムは形而上学として、それ自身の非本来態のうちで生起している。しかしこの非本来

態は、本来態の欠如ではなく、本来態の完成である。というのは、ニヒリズムの本来態は存在

そのものの欠在であり、そしてこの欠在にとって肝要なことは、この欠在が完全に欠在そのも

のであるに留まることだからである22。 

 

 さて、『存在と時間』にも、存在そのものの開示性と、個々の人間が遂行する思考とを

区別して扱うための概念装置は用意されている。それがほかならぬ、「とき性」と「時間

性」との区別である。「とき性」は現存在に対して外部的な地平そのものであり、「時間

性」は現存在が遂行する脱自の原理である。したがって、「とき性」そのものは存在を覆

蔵しており、そして「時間性」はこの覆蔵性そのものを覆すわけではないが、しかしこの

覆蔵性を覆蔵性として開示することはできる、という事態を『存在と時間』の枠組の中で

考えることができたなら、頽落の歴史的必然性と、思考の主体性とを、両立させることは

可能だったはずである。つまり、とき性そのものが存在を覆蔵していることに頽落の歴史

的必然性を根拠づけるとともに、時間性が存在の覆蔵性を覆蔵性として開示するところに

主体的思考の可能性を根拠づける、ということが可能だったはずである。 

 ところが、『存在と時間』の思想構図は、このように〈存在の覆蔵性を覆蔵性として開

示する〉ということを、原理的に成立させえないものである。なぜなら、『存在と時間』

は「本来的時間性」を〈将来から時熟する時間性〉として、そして「非本来的時間性」を

〈現在から時熟する時間性〉として、互いに排他的に異なる
．．．．．．．

原理によって成立する時間性

として説明しているからである。このように、現存在における〈存在の開示性〉と〈存在

の覆蔵性〉とを排他的なものと考えるかぎり、存在の覆蔵性の開示性
．．．．．．．

（覆蔵性を覆蔵性と

して開示すること）を理解可能にする道は、塞がれている。本来的時間性は存在を開示す

る原理しかもっておらず、非本来的時間性は存在を覆蔵する原理しかもっていない。した

がって、このような構図をとったままで、とき性と時間性との関係を考えようとすれば、

本来的時間性には存在を開示する地平が帰属し、非本来的時間性には存在を覆蔵する地平

                                                        
22 „Die Seinsgeschichtliche Bestimmung des Nihilismus“, in: Nietzsche, Bd.2, p.360. 
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が帰属するとしか考えることができない。つまり、とき性と時間性とは常に連動しあって
．．．．．．

本来的ないし非本来的な様態をとると考えなければならない（資料 18.）。 

 

［資料 18.］ 

 おのおのの脱自態はそれ自身のうちに、あるまったく特定の〔地平的〕図式をもっており、

そしてこの図式は時間性が時熟する様式とともに、すなわち脱自態が変様する様式とともに、

それ自身変様する23。 

 

 まさしくここにおいて、頽落の歴史的必然性と、思考の主体性とを両立させることは不

可能になる。とき性と時間性とが常に必ず連動すると考えたままで、先駆的覚悟性が本来

的時間性を開示するという『存在と時間』の思想を反復したら、先駆的覚悟性は本来的時

間性のみならず、本来的な「とき性」をも開示すると言うことになり、先駆的覚悟性は一

切の覆蔵性を含まない存在の開示性を実現すると言うことになる。この場合、存在忘却を

歴史的必然的な現象として説明することは不可能になる。なぜなら存在忘却は、先駆的覚

悟性を遂行しなかった従来の哲学者たちの単なる怠慢の帰結として説明されることになる

からである。 

 つまり『存在と時間』の頽落理論は、「とき性」を原理として反復しようとすると、必

然的に頽落の歴史的必然性を理解不可能にするようなものだったのである。そして、「と

き性」を原理として現存在分析論を反復できないということは、つまり、現存在に関する

「メタ存在論」（実存の形而上学）を遂行できないということである。ハイデガーはまさ

しく存在論からメタ存在論への「転回」を遂行しようとして遂行できずに「挫折」したの

である。 

 

Takashi NAKAHARA 
Rekonstruktion von „Zeit und Sein“ 

 

                                                        
23 Die Grundprobleme der Phänomenologie , Ga24, p.429. 
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時間と存在1 
 

細川 亮一（九州大学） 

 

 

 発表の表題である「時間と存在」という言葉は、ハイデガー『存在と時間』第一部第三

編「時間と存在」を指している。この未刊の第三編に関して、何が論じられることになっ

ていたか、そして何故未完となったのか、等の問題がある。ここでは現行の『存在と時間』

の最終節（第 83 節）から出発しよう。この節から第三編「時間と存在」へと移行すること

になっていたのだから。 

 

 

一 『存在と時間』最終節 
 

 最終節の表題は「現存在の実存論的－時間的分析論と、存在一般の意味への基礎的存在

論的問い」である。この表題は『存在と時間』第一部の表題「時間性に向けて現存在を解

釈することと、存在の問いの超越論的地平として時間を解明すること」に対応している。

最終節は『存在と時間』のこれまでの歩みを振り返り、基本的な二つの問いを問うている。

その問いに答えることが、第三編の課題となる。 

 

（1）「存在論は存在論的に基礎づけられるのか、それとも存在論はそのためにも存在者的基礎

を必要とするのか、いかなる存在者がこの基礎づけの機能を引き受けねばならないのか」（GA2, 

576）2。 

 

（2）「一つの道が根源的時間から存在の意味へと通じているのだろうか。時間自身が存在の地

平として露呈するのだろうか」（GA2, 577）。 

 

この二つの問い（1）（2）について重要なことを確認しよう3。まず二つの問いが第三編

                                                        
1 本稿は第二回ハイデガー・フォーラムの発表原稿（2007 年 9 月 22 日）のままである。電子ジャー

ナルに掲載するにあたり、新たに註を付した。註は、ハイデガー・フォーラムにおける発表・質疑、

そして懇親会等での会話を踏まえている。発表と註は、拙著『意味・真理・場所』（創文社、1992
年）と『ハイデガー哲学の射程』（創文社、2000 年）を前提している。しかし私の以前の理解より、

より明確な解釈が得られたと思っている（少なくとも私にとって）。ハイデガーを考え直すよい機

会を与えてくださったことに、そして京都での充実した二日間を与えてくださったことに、森一郎

氏ならびにハイデガー・フォーラム実行委員会の方たちに、心より感謝します。 
2 GA: M. Heidegger, Gesamtausgabe, Vittorio Klostermann. HJ: Briefwechsel 1920-1963 / Martin Heidegger, 

Karl Jaspers, Vittorio Klostermann, 1990. H: E. Husserl, Husserliana: gesammelte Werke. 
3 ハイデガーはこの二つの問いが彼独自の問いであることをはっきり自覚していた。「存在論が存

在者的にのみ基礎づけられると私は確信している。そして私以前の誰もこれまでにこのことを明確

に見なかったし述べなかった、と私は思う。…」（1927 年 8 月 20 日のレーヴィット宛の手紙）（D. 
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において論じられることになっていた、ということである。1927 年夏学期講義『現象学の

根本問題』は「『存在と時間』の第一部第三編の新たな仕上げ」（GA24, 1 Anm.1）とされ

ている4。この講義の第三部第一章は「存在論の存在者的基礎と基礎的存在論としての現存

在の分析論」（GA24, 33）という表題である。ここから（1）の存在者的基礎の問題が第三

編で主題となること、さらに（1）が「基礎的存在論としての現存在の分析論」と関係して

いることが読み取れる5。（2）の「存在の意味への問い」は、第 21 節において、答えへの

試みがなされる6。その節の表題は「テンポラリテートと存在」であるが、この表題は「時

間と存在」という第三編の表題と正確に対応している7。 

 この二つの問いは、基礎的存在論という『存在と時間』を導く主導的理念に深く関わっ

ている。基礎的存在論は現存在の分析論に求められる、という論点が、（1）において問題

となっている。そして基礎的存在論の最終的な狙いは「存在一般の意味への基礎的存在論

的問い」（GA2, 575）に答えることであるが、その課題が（2）において語られている。基

礎的存在論の理念は、「現存在の分析論としての基礎的存在論」と「存在の意味への問い」

という二つの論点を含んでいるが8、それが最終節において（1）（2）として問われている

のである。第三編「時間と存在」について考察することは、（1）（2）を主題とすること

である。 

さらに（1）「現存在の分析論」と（2）「存在の意味への問い」の関係を押さえておこ

う。『存在と時間』最終節で（2）の直前に次のように言われている。 

 

「現存在全体の実存論的‐存在論的体制は時間性に基づく。従って脱自的時間性自身の根源的な

時熟の仕方が、存在一般の脱自的企投を可能にするはずである」（GA2, 577）。 

 

 現存在の存在の可能性の条件は時間性である（『存在と時間』第一、二編の成果）。存

在理解は現存在に属する。それ故時間性は現存在に属する存在理解の可能性の条件である。

                                                                                                                                                                   
Papenfuss and O. Pöggeler(eds.), Zur philosophischen Aktualitaet Heideggers, Vol. II, Vittorio Klostermann, 1990, 
S.36）。「『存在と時間』において存在の意味への問いが哲学の歴史において初めて問いとしてこ

とさらに立てられ展開されている」（GA40, 89）。 
4 「この講義（『現象学の根本問題』）の全体は、『存在と時間』第一部第三編「時間と存在」の

一部をなす」（GA9, S.134 Anm.b）。Vgl. GA2, 55 Anm.a; GA66, 413-414. 
5 「そこからすべての他の存在論が初めて発することができる基礎的存在論は、現存在の実存論的

分析論のうちに求められねばならない」（GA2, 18）。「現存在の存在論的分析論がそもそも基礎

的存在論を形成している」（GA2, 19）。 
6 『現象学の根本問題』において存在の意味への問いは次のように性格づけられている。「単に存

在者からその存在へと進み、遡るだけでなく、我々が存在理解そのものの可能性の条件を問う場合、

さらに存在を超えて、存在それ自身が存在としてそれへ向けて企投されるそれ（woraufhin）を問う

のである」（GA24, 399）。 
7 『意味・真理・場所』177-178 頁、257-258 頁参照。 
8 「基礎的存在論は存在論的－存在者的に卓越した存在者、つまり現存在を主題とするが、それは

基礎的存在論が重要問題、つまり存在一般の意味への問いの前に自己をもたらすという仕方でであ

る」（GA2, 50）。「現存在を主題とする」とは（1）であり、「存在一般の意味への問いの前に自

己をもたらす」とは（2）である。同じことは『存在と時間』第 5 節の表題「存在一般の意味を解

明するための地平の露開としての現存在の存在論的分析論」からも読み取れる。つまり、（1）現

存在の存在論的分析論、（2）存在一般の意味を解明するための地平の露開。 
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存在の意味への問いはこの条件を問うのである。存在理解の可能性の条件として機能する

かぎりでの時間性がテンポラリテートと呼ばれる9。テンポラリテートは存在理解を可能に

する時間性であるが、時間性は「現存在の存在の意味」である。そうであるとすれば、「存

在のテンポラリテートを仕上げること」（GA2, 26）10は現存在の分析論に属する。『存在

と時間』第一部は全体として「現存在の分析論」である。第一編、第二編は「現存在の実

論論的－時間的分析論」である。それに対して第三編「時間と存在」は「現存在のテンポ

ラールな分析論」と呼ぶことができる。それは同時に「存在のテンポラリテートの分析論」

（GA26, 201）である。 

（1）（2）という基礎的存在論の二つの中心論点は、アリストテレス哲学との関係に即

して言うならば11、『形而上学』の二つのテーゼに密接に関係している。 

  

（a）「或る不動の実体が存在するならば、これを対象とする学（神学）がより先であり、第一

哲学である。そして神学は第一であるが故に、このような仕方で普遍的である。そして存在者を

存在者として研究すること、存在者とは何かを研究し、存在者に存在者として属するものを研究

することが、この学に属する」（1026a29-32）。（アリストテレス『形而上学』第六巻第一章）（「第

一哲学」テーゼ） 

 

（b）「存在者は多様に語られる、しかし一との関係においてである」（1003a33）。（『形而上

学』第四巻第二章）（「プロス・ヘン」テーゼ） 

 

                                                        
9 Vgl. GA24, 323-324, 388-389, 397, 436.  
10 「存在そのものの解釈という基礎的存在論的な課題は存在のテンポラリテートを仕上げることを

含んでいる。テンポラリテートの問題構制の呈示の内で初めて存在の意味への問いの具体的な答え

が与えられる」（GA2, 26）。 
11 基礎的存在論の理念に関してだけでなく、『存在と時間』の多くの論点がアリストテレス哲学を

抜きにしては理解できない。それ故、第二回ハイデガー・フォーラムの特集 「アリストテレス ―
ハイデガーと古代ギリシアⅠ」は不可欠な課題である。  
ここで坂下浩司氏が言及された一つの問題について語りたい。それをめぐる私の発言が誤解され

たかもしれない、と危惧するからである。「欲求は…「気遣い（Sorge）」という概念に対応する

ギリシャ語だ」と私自身考えている。言いたかったことは、このように考えるに至った問題意識で

ある。私を動かしていたのは、「『存在と時間』での基本術語、例えば「気遣い（Sorge）」に対

応するギリシャ語は何か」といった一般的な問題でなく、『存在と時間』の一つの註を理解すると

いう特殊・具体的な問題である。「これまでの現存在の実存論的分析論において従った『気遣い』

への視向が著者に生じたのは、アリストテレスの存在論において到達された原則的な基礎を顧慮し

て、アウグスティヌスの、つまりギリシア的－キリスト教的な人間学を解釈する試みの連関のうち

でだった」（GA2, 264 Anm. 3）。「アリストテレスの存在論において到達された原則的な基礎」と

は何か、ということが私には謎だった。この言葉からすぐにアリストテレス『自然学』に導かれる

が、しかし『自然学』によっては「『気遣い』への視向」を理解できないからである。この謎を解

く鍵を私は、『デ・アニマ』の「オレクシス（欲求）」に見出した。こうした解釈に対して、私の

知らなかった GA62 を検討した坂下氏が賛成してくれたことは、私にとって嬉しいことである。と

もかく「気遣い（Sorge）」をどう解釈するにしろ、その解釈は同時に上述の註を理解させるもの

でなければならないし、新たに出版された当時の講義録や草稿（GA60, GA61, GA62, GA22）の解読

に基づかねばならない。Worumwillen→Wille という解釈は、意志概念がギリシア時代になかったと

いう重要な問題を別にしても、この註に光りを当てるとは思えないし、当時の講義録・草稿によっ

ても支持されないだろう。 
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（1）の問題は（a）の「第一哲学」テーゼの問題圏のうちを動いている。つまり「存在

論‐神学」の二重性という形而上学の問題圏に属する。（2）の問いは「プロス・ヘン」テ

ーゼを根源化することによって成立する。この発表では（1）-（a）の問題だけを論じるこ

とにしたい。 

「第一哲学」テーゼはハイデガーの思惟の道全体を規定しているが、ここでは『存在と

時間』の前後の講義、つまり 1924/25 年冬学期講義『プラトン『ソピステス』』と 1928 年

夏学期講義『論理学』から、「第一哲学」テーゼへの言及を引用しておこう。ハイデガー

の問いの特徴は、神学から出発せず、存在論から出発して、そこから何故神学がともに第

一哲学に属するのか、と問うことである12。 

 

「何故ギリシアの学はこの道を歩んで、存在論と神学というこの二つの基礎的学にいわば行き着

いたのか」（GA19, 222）。 

 

「いかなる意味で、またいかにして、神学は哲学の本質に属するのか。このことを示すために我々

は、アリストテレスが全く規定せずに神学として哲学と組み合わせたものが哲学の本質に帰属し

ているということを、存在論の概念を根源化するという仕方で理解しなければならない」（GA26, 

17）。 

 

 この二つの講義の間に『存在と時間』は位置しているのだから、『存在と時間』もまた

「第一哲学」テーゼとの関係をもっているだろう。それを示しているのが、（1）の「存在

論の存在者的基礎」の問題である。『存在と時間』最終節は（1）の問題を、序論で定式化

された哲学の規定のうちに見出している。 

 

「哲学は普遍的な現象学的存在論であり、現存在の解釈学から出発する。現存在の解釈学は実存

の分析論として、すべての哲学的に問うことの導きの糸の端を、そこからすべての哲学的に問う

ことが発し、そこへと打ち返すところに結びつけているのである」（GA2, 51）。（「哲学の定式」

テーゼ） 

 

 この哲学の定式について、次のように主張したい。「哲学は普遍的な現象学的存在論で

ある」という哲学の規定は、「第一哲学」テーゼに対する一つの応答、取り返しである。

『存在と時間』への道、そして『存在と時間』からの道は、「第一哲学」テーゼへの応答

としての体系構想の変容から、初めて理解できる。『存在と時間』は「形而上学から基礎

的存在論へ」と「基礎的存在論から形而上学へ」という移行のうちにある。第三編「時間

と存在」を考えることによって、『存在と時間』が「移行の作品」（HJ, 64）であること、

「途上にある」（GA65, 183）ことが見えてくるだろう。 

 
                                                        
12 「第一哲学」テーゼについて、さらにより広くアリストテレス形而上学における存在論‐神学の

関係については、坂下浩司『アリストテレスの形而上学』（岩波書店、2002 年）17-70 頁参照。 
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二 第三編「時間と存在」をめぐって 
 

 第三編「時間と存在」にアプローチするために、第三編が私にとっていかなる問題であ

ったのか、ということに手がかりを求めたい。その方が、論点の後からの再構成よりも、

問題を共有できると思うからである。 

言うまでもなく、第三編に関して最も重要なのは、1927 年夏学期講義『現象学の根本問

題』（1975 年公刊）である。この講義を読むことによって、当時の私がもっていた近視眼

的なアプローチ（実存哲学と現象学）は完全に否定されてしまった。『存在と時間』はプ

ラトンのイデア論（善のイデア）、アリストテレスのプロス・ヘン、そしてカントの超越

論的哲学から読まれねばならない。『存在と時間』を導く基礎的存在論の問いである「存

在の意味への問い」の意味と射程が初めて理解できたのである。さらに『存在と時間』の

射程といったハイデガー問題にとどまらず、ギリシアから始まる西洋哲学全体へと私の目

を拡げてくれた。しかし残念ながら、こうした問題を語ることは、今日のテーマではない。 

 『現象学の根本問題』は「新たな仕上げ」なのだから、それ以前の第三編があったはず

である。その最初の仕上げについて教えてくれるのは、ミュラーが報告している「三つの

差異」である（四参照）。しかしミュラーの報告は私にとって、大きな謎であった。三つ

の差異における第三の差異は「超越的差異あるいは神学的差異」と呼ばれている。この神

学的差異は存在論と神学との差異、つまり「存在論‐神学」という形而上学の二重性を意

味している。しかし『存在と時間』と『現象学の根本問題』において、「哲学は存在論で

ある」と主張されており、形而上学構想は見出せない（五参照）。むしろそれは、1928 年

夏学期講義『論理学』で語られるハイデガーの形而上学構想と同型であるように思えた。

これは奇妙なことであった。どのように解釈すればいいのか、ずいぶん悩んだことを憶え

ている。 

その解決の糸口となったのは、1926 年夏学期講義『古代哲学の根本概念』（1993 年公刊）

であった。この講義は以前から最も読みたいと思っていた講義であったし、また私にはそ

れだけの意味があった。この講義においてプラトンとアリストテレスが中心的な主題とな

っている。そしてアリストテレスが「古代哲学の学的頂点」（GA22, 22）とされ、アリス

トテレス『形而上学』における二つの基本的な存在問題が語られている。つまり基礎的学

（第一哲学）の二重概念（存在論－神学としての形而上学の二重性）とアナロギアの一性

（プロス・ヘン）である。この二つの問題は、一において（a）（b）として引用した「第

一哲学」テーゼと「プロス・ヘン」テーゼに関わっている。これは予想されたことであり、

存在の意味への問いをプロス・へンから捉えることの基本的な正しさが確認された（少な

くとも私にとって）。 

しかし当然のことながら、予期されていなかったこともあり、私にとっては、こちらの

方が重要であった。それは形而上学の二重性に関わり、基本的に二つ、つまり「第一哲学」

テーゼをめぐる解釈、そしてプラトンの善のイデアの解釈である。無論形而上学の二重性

が中心問題であることは、予想されたことであった。しかし初めて知ったのは、「第一哲

学」テーゼを範例的存在者によって解釈するということ、そしてそれによって形而上学の
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二重性を止揚して基礎的存在論の理念が成立する（六参照）、ということであった。「哲

学は普遍的な現象学的存在論である」という『存在と時間』の哲学の定式は、形而上学の

二重性に対する一つの決定だったのである。 

『存在と時間』の構想にとってプラトンの善のイデア解釈が重要であること、つまり善

のイデアが存在を超えた「存在の意味」の次元にあるとされていることは、『現象学の根

本問題』によってすでに知っていた。しかし『古代哲学の根本概念』はさらに、善のイデ

アのうちに形而上学の二重性を読み取っている。それは一つの驚きであった。メタ存在論

という言葉さえも登場していることからも分るように、1928 年夏学期講義で語られるハイ

デガーの形而上学構想（基礎的存在論‐メタ存在論）と同型の解釈を見出したからである

（五参照）。 

私にとってここから新たな謎が生まれた。一方では善のイデアのうちに「存在論‐神学」

の二重性が読み取られている。他方では「第一哲学」テーゼが範例的存在者の解釈によっ

て存在論へと一元化されている。形而上学の二重性をめぐる対立は、ギリシア哲学の解釈

の対立であるだけでなく、体系構想の対立である。何故なら、範例的存在者の解釈によっ

て基礎的存在論の理念が確立するからである。 

『存在と時間』における基礎的存在論の構想は、1928 年夏学期講義で語られる形而上学

構想（基礎的存在論‐メタ存在論）へと変容する。このことはずっと以前から、私にとっ

て否定できない確定されたことであった。この形而上学構想と同型なのは、以前から謎で

あった「三つの差異」と『古代哲学の根本概念』における善のイデアの解釈である。両者

はともに「超越」概念に定位している。善のイデア解釈こそが、ミュラーの「三つの差異」

構想の背景にあるのだろう。範例的存在者という解釈によって基礎的存在論の理念が成立

するとすれば、善のイデア解釈と範例的解釈との対立は、形而上学構想と基礎的存在論の

理念との対立、体系構想の対立を意味する。こうして私は初めて、『存在と時間』の書き

換えという謎へと導かれたのである。 

ヤスパース宛の手紙によって、『存在と時間』が書き換えられたという事実は知られて

いた。しかし『古代哲学の根本概念』を知る以前には、他の人と同様に、書き換えという

謎を私は重要視していなかった。書き換えが『存在と時間』の成立史における最大の謎で

あるなどと、思ってもみなかった。どのようにアプローチしていいか分らないし、分らな

いことは無視し、たいしたことではないだろう、と放っておくのが一番いいからである13。

しかし謎が多くなると、突破口が見つかることもある。謎が相互に照らし合うからである。 

ミュラーが報告する「三つの差異」の謎、『古代哲学の根本概念』における善のイデア

解釈と範例的存在者の解釈との対立という謎、善のイデア解釈と『存在と時間』以後の形

                                                        
13 しかし謎の無視はそれなりの代償を支払わねばならない。『意味・真理・場所』において、ヤス

パース宛の手紙が『存在と時間』出版に至る事情を語っている、ということに言及している（同書、

168 頁）。にもかかわらず『存在と時間』の書き換えという謎を完全に無視していた。この無視の

ために、ミュラーの報告している「三つの差異」を正しく位置づけることができなかったのである。

「三つの差異は第三編の最初の仕上げであるから、現行の『存在と時間』と『現象学の根本問題』

（第三編の新たな仕上げ）との間に位置している」（同書、242 頁）という誤った前提の上で、愚

かにも悩んでいたのである。同書、276 頁註 17 参照。 
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而上学構想との同型性という謎、そして『存在と時間』の書き換えという謎。一つ一つ切

り離すと、それぞれ不可解であるが、それらが相互に照らし合うことによって、一挙にす

べての謎が解かれる。一挙に謎が解ける（すべてが見える）ということが、解決の正しさ

のしるしである（少なくとも私にとってはそうである）。ともかく、謎が解けたのは、『存

在と時間』が「形而上学から基礎的存在論へ」と「基礎的存在論から形而上学へ」という

移行のうちにある、というテーゼによってである。 

このテーゼを証明するために、論点を再構成しなければならない。『存在と時間』の書

き換えの事実から、第三編について何を知りうるか、を問題にしよう。 

 

 

三 第三編「時間と存在」には三つのヴァージョンがある 
 

 まず『存在と時間』の書き換えという事実を、ヤスパース宛の手紙に基づいて簡単に確

認したい。『存在と時間』は 1926 年 4 月 1 日にその印刷が開始された。それは約 34 ボー

ゲン（34×16＝544 頁）であった（HJ, 62）。6 月末まで印刷は順調に進んだが（HJ, 66）、

夏学期の半ばに、ハイデガーは印刷を一時停止させ、『存在と時間』の書き換えを行った。

その書き換えによって分量が多くなり、全体を約 25 ボーゲン（25×16＝400 頁）ずつに分

けねばならなかった（HJ, 67）。 

何故書き換えを行なったのか、という謎は後回しにして（六参照）、第三編についてハ

イデガーが語っていることを三つ取り上げよう。 

（a）ハイデガーが 1941 年の講義で語ったこと ― 第三編「時間と存在」は『存在と

時間』の印刷中に不十分とされ、その出版が断念される。それは 1926 年 12 月におけるヤ

スパースとの議論をきっかけとしてであった（GA49, 39-40）14。 

（b）フォン・ヘルマンの報告 ― 「「時間と存在」の編の最初の仕上げは、第一編と

第二編の執筆の進行のさなかで、実際に行われた」が、しかし「ハイデガーは最初の草稿

を、その執筆直後に焼却した」（GA2,582）。 

（c）ロッツの報告 ― 『存在と時間』の後半部は手もとにあるが、『ハイデガー全集』

のうちでは出版されない15。無論後半部は第三編を含んでいる。 

（b）「焼却した」ことと（c）「手もとにある」ということは、食い違っているように

見える。このことも以前は奇妙に思っていた。しかし書き換えということを考慮すれば、

簡単に解決される。『現象学の根本問題』という新たな仕上げの以前に、第三編に関して、

書き換え前の草稿と書き換え後の草稿という二つの草稿があったのである。 

『存在と時間』の書き換え前の草稿について考えてみよう。『存在と時間』はフッサー

ルに捧げられているが、その献辞の日付は 1926 年 4 月 8 日である。その日はフッサールの

誕生日であり、ハイデガーはトートナウベルクで春の休暇を過していたフッサールに『存

                                                        
14 ヤスパースとの議論の時期については、vgl. GA49, 40 Anm. 3. 出版に至らなかった外的な事情に

ついては、vgl. GA66, 413-414. 
15 J. B. Lotz, „Im Gespräch“, in: Erinnerung an Martin Heidegger, Verlag Günther Neske, 1977, S.160. 
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在と時間』を捧げたのである。それは「ほとんど完成していた草稿」（H.X, S.XXIV）であ

り、1926 年 4 月 1 日に印刷が開始された原稿と同じであろう。つまり書き換え前の『存在

と時間』である。 

印刷原稿は約 544 頁であり、出版された『存在と時間』の本文が 438 頁であることから

見ても、この最初の草稿は第三編を含んでいたと考えられる。第三編の最初の仕上げは、

「第一編と第二編の執筆の進行のさなかで、実際に行われた」とされている。この第三編

の草稿を「その執筆直後に焼却した」のは、書き換えを決意したからであろう。この最初

の原稿こそが、ミュラーの報告する「三つの差異」の構想である。 

書き換えによって 800 頁になった。それは当然、第三編を含んでいる。書き換え後の第

三編は、1926 年 12 月におけるヤスパースとの議論をきっかけとして、出版が断念された。

この断念された第三編への明確な言及が『存在と時間』のうちにある。『哲学と現象学的

探究のための年報』第八巻に載った『存在と時間』には、「この論述の第三編第二章参照」

16という註が付いている（GA2, 462 の最後の個所）。そして書き換え後の第三編を含む『存

在と時間』の「後半部」をハイデガーは手もとにおいていたのである。そしてその不十分

さを克服するための新たな試みが『現象学の根本問題』である。それが第三編の第三ヴァ

ージョンである。 

以上の考察は不確かな推測も含んでいるが、『存在と時間』の書き換えを考慮するかぎ

り、第三編に三つのヴァージョンがあったことは否定できないだろう17。 

（1）第一ヴァージョン。書き換えられる以前の原稿（544 頁）に属する第三編の最初の

仕上げであり、「三つの差異」構想に属する18。 

                                                        
16 Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung, Band8, S.349 Anm.3.  

現行の『存在と時間』においても、第三編への言及が残っている。「『意識』の志向性が現存在

の脱自的時間性に基づいていること、そしていかにしてか、を次の編が示すだろう」（GA2, 480 Anm. 
10）。『年報』には未刊の第二部に言及する註もある。「超越論的統覚とその存在論的意義の具体

的な現象学的‐批判的分析を、この論述の第二部の第一章が行なう」（ibid., S.319 Anm. 1）。「し

かしいかなる意味でヘーゲルにおいてよりもカントにおいて、時間のより根本的な理解が現われる

かを、この論述の第二部の第一章が示す」（ibid., S.428 Anm. 1）。現行の『存在と時間』にアリス

トテレスとヘーゲルの時間概念についての長い註（GA2, 570-571）があるが、『年報』の註では次

の言葉が入っていた。「第二部の第一編と第三編において、これについて探究する」 （ibid., S.433 
Anm. 2）。Cf. Th. Kisiel, The Genesis of Heidegger's Being and Time, University of California Press, 1993, p.485. 

17 確かに（a）（b）（c）はすべて後からの証言・報告であり、疑いうるから、書き換え問題に関し

ての確実な出発点となりえない、と言われるだろう。疑いえないのは、1926 年に書かれたヤスパー

ス宛の手紙（『存在と時間』の書き換えの事実）と 1927 年に出版された『存在と時間』そのもの

である、としよう。ここから「第三編の三つのヴァージョン」説を語ることができる。 
（1）書き換えの事実を認めれば、書き換え前と書き換え後の『存在と時間』があることになる。

それぞれに第三編「時間と存在」が属していると考えれば、書き換え前の第三編（第一ヴァージョ

ン）と書き換え後の第三編（第二ヴァージョン）があることになる。 
（2）現行の『存在と時間』が想定している第三編は、書き換え後の第三編（第二ヴァージョン）

であり、その改訂版（第三ヴァージョン）が「『存在と時間』の第一部第三編の新たな仕上げ」と

される、1927 年夏学期講義『現象学の根本問題』である。 
（1）（2）を認めれば、「第三編の三つのヴァージョン」説は当然の帰結である。暗黙のうちに

「二つのヴァージョン」説を採用している人は、（1）か（2）のどちらかを否定しなければならな

い。 
18 「第一ヴァージョン」という言葉を使っているが、それ以前に第三篇の草稿がなかったと主張し

ているわけではない。第三篇「時間と存在」において、「それから現存在が一般に存在といったも
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（2）第二ヴァージョン。書き換えられた『存在と時間』（800 頁）に属する第三編であ

り、範例的解釈による基礎的存在論を主導理念としている。「この論述の第三編第二章参

照」という註によってその存在が知られるが、しかし『存在と時間』の印刷中に不十分と

され、その出版が断念される。 

（3）第三ヴァージョン。「『存在と時間』の第一部第三編の新たな仕上げ」とされる、

1927 年夏学期講義『現象学の根本問題』である。第二ヴァージョンの改訂版であり、基礎

的存在論の構想のもとにある。 

まず第一ヴァージョンについて考えて見よう。 

 

 

四 第三編「時間と存在」の最初の仕上げと善のイデアの解釈 
 

 マックス・ミュラーの報告によれば、第三編の最初の仕上げにおいてハイデガーは三つ

                                                                                                                                                                   
のを表立たずに理解し解釈するそれは時間である」（GA2, 24）という基本テーゼが主題的に展開

されることになっていた。この基本テーゼ（存在は時間から理解される）は、現行の『存在と時間』

を閉じる言葉として、疑問形で書かれている。「時間自身が存在の地平として露呈するのだろうか」

（GA2, 577）。このテーゼをハイデガーが獲得したのは、1922/23 年であり、三つの洞察（現象学

の概念、非秘蔵性としての真理、現存性としてのウーシア）を通してであった。基本テーゼが『存

在と時間』の構想を可能にしたのであり、だからこそハイデガーは 1923 年夏に「『存在と時間』

の最初の執筆を始めた」（GA12, 90）のである（『意味・真理・場所』72-73 頁）。この最初の執

筆において、基本テーゼの主題的展開が試みられていなかった、とは考えられない。つまり『存在

と時間』の第三編（それに対応する内実）はこの時から書き始められていたのである。「存在は時

間から理解される」というテーゼは、理解の構造に基づいて、das Sein auf die Zeit hin verstehen とし

て定式化されうる。1925 年夏学期講義の構想のうちに、第三部「第一部と第二部に基づく、存在一

般、とくに歴史と自然の存在への問いのための地平の仕上げ」がある。これは「存在への問いの超

越論的地平としての時間を解明すること」（『存在と時間』第一部の表題の後半）と同じ課題、つ

まり『存在と時間』の第三編「時間と存在」に対応する（『意味・真理・場所』133 頁）。ともに

「存在は地平としての時間から理解される」という同じテーゼに導かれている。「地平」に「超越

論的」という言葉が付加されたのは、理解の構造が超越論化されたからである。1925/26 年冬学期

講義におけるカントの発見によって、存在論が超越論哲学へと変容した。das Sein auf die Zeit hin 
verstehen は、das Sein auf die Zeit hin entwerfen として再定式化される（『意味・真理・場所』132-148
頁）。「それへ向けて理解するそれ」（理解の Woraufhin、視向の Woraufhin）は企投の Woraufhin
となる（『ハイデガー哲学の射程』130-133 頁）。カントの発見はハイデガーにとって決定的な意

味をもっていたのだから、そして 1925/26 年冬学期において講義の変更までしてカントの発見を敢

て語ったのだから、1926 年 4 月に印刷が開始された『存在と時間』にその発見を反映させなかった、

とは考えられないだろう。超越に定位する三つの差異の構想（善のイデア解釈の構想）によって（四）、

これまで書きためられていた第三編の内容が超越論化され、1926 年の春までに第三編が仕上げられ

る。これがミュラーの報告している第三編「時間と存在」の最初の仕上げであり、本発表において

第三編の第一ヴァージョンと呼ばれているものである。  
1926 年夏学期講義『古代哲学の根本概念』はその最初において、超越論化した存在論を高らかに

宣言している。「この存在、transcendens（超越概念）の学は、存在について陳述する命題を持って

いる。それは存在者についての真理でなく、超越するもの、transcendens である存在についての真

理である。この真理（veritas）は超越論的である。哲学的真理は veritas transcendentalis である」（GA22, 
10）。時期という点から考えても、これと同じテーゼが書き換え前の『存在と時間』（1926 年 4
月 1 日に印刷が開始された）になかったとは考えられないだろう。このテーゼは現行の『存在と時

間』の序論においても語られている。「transcendens（超越概念）としての存在のあらゆる開示は超

越論的認識である。現象学的真理（存在の開示性）は veritas transcendentalis である」（GA2, 51, vgl. 
GA24, 25; GA26, 281）。 
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の差異を区別した。この三つの差異が『古代哲学の根本概念』における善のイデア解釈と

同型であることを確認するために、二つを並記しよう。 

 

（1）「（1a）『超越論的』transzendental 差異、あるいは狭義の存在論的差異。すなわち存在者

とその存在者性との区別。/ （1b）『超越態的』transzendenzhaft 差異、あるいは広義の存在論的

差異。すなわち存在者及びその存在者性と、存在それ自身との区別。/ （1c）『超越的』transzendent

差異、あるいは厳密な意味での神学的差異。神と、存在者、その存在者性及び存在との区別」19。 

 

（2）「この『さらに存在者と存在を超えでている』。（2a）存在への問いは自己自身を超越す

る。/ 存在理解はこのイデアを見ることにおいて根源的である。ここにすべての真理を可能にす

る根本真理がある。（後に再び純粋に存在者的になる、中世、絶対精神。）/ 存在はすべての存

在者を超えている。後にプラトンは、完遂しなかったとしても、この区別をさらに一層鋭く見た。

ここで問いは次のことに定位づけられている。つまり存在者が何から構成されているか、存在者

がいかに生成するか、ということを存在者に問いかけるのでなく、『存在』が何を意味するか、

我々が『存在』によってそもそも何を思念するのか、ということを問いかけること。ここでの事

態はあいまいである。（2b）存在への問いは自己自身を超越する。存在論的問題は転化する

（umschlagen）。メタ存在論的（metontologisch）、theologike（神学的）、全体としての存在者（das 

Seiende im Ganzen）。善のイデア、つまりすべてに卓越するものそのもの、最も卓越したもの。

存在一般と卓越するもの。さらに存在者を超えでているもの、存在の超越に属し、存在の理念を

本質的に規定する。最根源的な可能性。すべてを根源的に可能化する」（GA22, 106）。 

 

まず（1）から見ていこう。三つの差異のうち、『超越態的』と訳した transzendenzhaft

は新造語である。この語は『存在と時間』の欄外註記に見出せるから（GA2, 53 Anm.a）、

三つの差異がハイデガーに由来していることの証拠となるだろう20。（1a）（1b）は存在論

的差異（狭義、広義）であり、（1c）は神学的差異であり、三つの差異は「存在論‐神学」

の二重性を表現している21。（1a）（1b）において三つの次元、つまり「存在者‐存在者性

‐存在それ自身」が区別されている。この三つの次元は、「存在者‐存在‐存在の意味」

という『存在と時間』の区別と同じである（その説明については、拙論『意味・真理・場

所』242-246 頁参照）。 

                                                        
19 M. Müller, Die Existenzphilosophie im geistigen Leben der Gegenwart, F. H. Kerle Verlag, 1949, S.75f. 
20 Vgl. M. Heidegger, Briefe an Max Müller und andere Dokumente, Alber, 2003, S.15. 稲田知己『存在の問

いと有限性』（晃洋書房、2006 年）138 頁参照。 
21 三つの差異は超越に定位して区別されているから、超越の区別でもある。『哲学への寄与』（GA65, 

216-217）は様々な超越を区別しているが、その最初の三つの超越は三つの差異に対応している（『哲

学への寄与』でのこの用例を懇親会において教えてくれた上智大学の院生に感謝します）。「『存

在者的』超越」は（1c）「『超越的』transzendent 差異、あるいは厳密な意味での神学的差異」に、

「『存在論的』超越」は（1a）「『超越論的』transzendental 差異、あるいは狭義の存在論的差異」

に、「『基礎存在論的』超越」は「『超越態的』transzendenzhaft 差異、あるいは広義の存在論的差

異」に対応している。 
超越に定位して「形而上学の存在論‐神学的根本性格」が次のように表現される。「存在論は超

越を超越論的なものとして表象する。神学は超越を超越的なものととして表象する」（GA6.2, 315）。  
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次に（2）を説明しよう。（2）は「ウーシアを超えて」という善のイデアの基本性格に

ついて語っている（プラトン『国家』の太陽の比喩）。まずイデアが存在者と区別されて

いることを確認できる。「『存在』が何を意味するか、我々が『存在』によってそもそも

何を思念するのか」という問いによって、存在者と区別される存在を問う存在論がイデア

論として成立したとされている。「イデア、つまり存在者を存在に向けて解釈すること。

イデア論は存在論である」（GA22, 98）。存在者とイデアの区別は、（1a）「『超越論的』

transzendental 差異、あるいは狭義の存在論的差異」と同じである。ハイデガーは『存在と

時間』における「存在」を「存在者性」と言い換えているし（GA2, 4 Anm. a）、存在者性

をウーシアの訳語として用いる（vgl. GA26, 182）。 

（2）において「ウーシアを超えて」は「存在者と存在を超え出ている」と訳されている。

ここに存在者と存在と区別された次元が読み取れるだろう。そのことが「存在への問いは

自己自身を超越する」と表現されているが、この表現は（2a）（2b）として二度登場して

いる。（2a）と（2b）はそれぞれ、「『超越態的』transzendenzhaft 差異」と「『超越的』

transzendent 差異」を示している。 

（2a）において善のイデアのうちに存在理解の根源性、すべての真理を可能にする根本

真理が見られている。善のイデアのこの解釈は、『現象学の根本問題』における善のイデ

ア解釈と同じである。善のイデアは、「存在理解の可能性の条件」としての存在の意味の

次元に属する22。「存在理解の可能性の条件への、抽象的に見える問いによって、我々を

洞窟から光へともたらすこと以外の何ものも、我々は欲していない」（GA24, 404）。それ

故（2a）において存在への問いは自己を超越して、存在を超えた「存在の意味」を問うの

である。（2a）は（1b）「『超越態的』transzendenzhaft 差異」に対応する。このうちに「存

在者‐存在‐存在の意味」という三つの次元という重要な区別を読み取れる。 

しかし（2b）において善のイデアは「すべてに卓越するものそのもの、最も卓越したも

の（Vor-züglichstes）」として捉えられている。ここで神学が問題となっていることは、

「theologike（神学的）」という言葉から明らかである。そしてここでの解釈は「第一哲学」

テーゼ（1026a29-32）を視野に入れている。そのことは、「theologike（神学的）」（1026a19）

という言葉だけでなく、「最も卓越したもの」という言葉からも確認できる。この言葉は、

アリストテレス『形而上学』第六巻第一章（「第一哲学」テーゼが登場する）における神

的なものとしての「最も卓越した類」（1026a21）へと導くのである（vgl. GA24, 38; GA3, 7; 

GA29/30, 65）。この個所（1026a21-22）をハイデガーは 1928 年夏学期講義『論理学』にお

                                                        
22 『古代哲学の根本概念』において、存在理解を可能にするのは善のイデアである。「存在を見、

把握することも、光を必要とする。そして存在そのものがそれによって明るくされるこの光は、

agathon、『善』のイデアである。…存在理解があるかぎりにおいてのみ、存在者はその存在におい

て近づきうる。この存在理解はプラトンによれば、善のイデアがあることによってのみ、可能であ

る。aisthesis（知覚）が必然的に太陽的（sonnenhaft）でなければならないように、noesis（思惟）は

善に関わっていなければならない、つまり agathoeides（善的）でなければならない。この agathon
は epekeina tes ousias、つまりいわば『さらに存在を超えて』いる」（GA22, 256）。「太陽的（sonnenhaft）」
という言葉はゲーテに由来するが（GA22, 256）、『現象学の根本問題』においても同様である（GA24, 
401）。『古代哲学の根本概念』と『現象学の根本問題』はともに、善のイデアを「存在理解の可

能性の条件」と解釈している。 
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いて次のように訳している。「最も卓越した学は最も卓越したものについての学

（Wissenschaft vom Vorzüglichsten）でなければならない」（GA26, 13）。善のイデア解釈は、

「第一哲学」テーゼと深く関わっているのである23。「存在一般と卓越するもの」という

言葉は、存在論‐神学の二重性を語っている。存在一般（存在者としての存在者）を扱う

のが存在論であり、卓越するものについての学は神学である。それ故（2b）において、存

在への問いは自己を超越して、神学へと転化する。（2b）は（1c）「『超越的』transzendent

差異、あるいは厳密な意味での神学的差異」に対応する。 

第三編の最初の仕上げとされる「三つの差異」と『古代哲学の根本概念』における善の

イデア解釈が同型であることが確認された。しかしこの構想は、1928 年夏学期講義『論理

学』で語られる形而上学構想とも同型である。 

 

 

五 善のイデアの解釈とハイデガーの形而上学構想 
 

 同型性を示すために、善のイデア解釈 （2b）と 1928 年夏学期講義『論理学』で語られ

る形而上学構想（3a）（3b）を並記しよう。 

 

（2b）「存在への問いは自己自身を超越する。存在論的問題は転化する（umschlagen）。メタ存

在論的（metontologisch）、theologike（神学的）、全体としての存在者（das Seiende im Ganzen）。

善のイデア、つまりすべてに卓越するものそのもの、最も卓越したもの。存在一般と卓越するも

の」（GA22, 106）。 

 

（3a）「ここから、全体としての存在者（das Seiende im Ganzen）を主題とする、固有の問題構制

の必然性が生じる。この新たな問題設定は存在論自身の本質のうちにあり、存在論の転化

（Umschlag）、metabole から生じる。この問題構制を私はメタ存在論（Metontologie）と名づける」

（GA26, 199）。 

 

（3b）「基礎的存在論とメタ存在論はその統一において、形而上学の概念を形成している。しか

しこのことのうちに、第一哲学と神学としての哲学の二重概念によってすでに先に序論で言及さ

れた哲学自身の根本問題の変容が表現されているにすぎない」（GA26, 202）。 

 

「転化」、「メタ存在論」、「全体としての存在者」という言葉が、（2b）と（3a）に

共通に語られていることから見ても、（2b）と（3a）が「存在論の転化によるメタ存在論

（神学に対応）の成立」、つまり存在論‐神学の二重性という形而上学構想を表現してい

ることは、明らかであろう。（2b）はアリストテレスにおける「第一哲学」テーゼの問題

圏のうちを動いているが、同じことは（3b）に即しても主張できる。「第一哲学と神学と

                                                        
23 形而上学の二重性をめぐって、善のイデアと「第一哲学」テーゼを結びつけることについて、vgl. 

GA67, 90, 95. 
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しての哲学の二重概念によってすでに先に序論で言及された哲学自身の根本問題の変容」

と言われているが、哲学自身の根本問題とは「第一哲学」テーゼに関わる問題である（GA26, 

13）。「存在論‐神学」の二重性の問題は、ハイデガーにおいて「基礎的存在論‐メタ存

在論」の形而上学構想へと変容する24。 

存在論の転化がいかにしてなされるのか、という問題は、後回しにしよう（八参照）。

ここで問題にしたいのは、（1c）（2b）が同型であること、そしてそれがさらに（3a）（3b）

と同型であること、である。しかし（1）（2）と 1928 年夏学期講義『論理学』の間に、『存

                                                        
24 （2b）と（3a）（3b）から明らかなように、「メタ存在論」は、存在論‐神学の二重性という形

而上学構想のうちで登場している。それ故、この二重性を視野に入れない解釈はすべて、メタ存在

論の単なる誤解にすぎない。メタ存在論に関する恣意的な解釈（単なる誤解）に陥らないために、

いくつかの論点をはっきりさせたい。 
（1）メタ存在論は「基礎的存在論‐メタ存在論」というハイデガー独自の形而上学構想のうちに

あり、ハイデガーの「形而上学」期に属する。それ故形而上学の立場に立っていない後期ハイデガ

ーに、形而上学構想に属するメタ存在論を押しつけることなど不可能である。 
（2）メタ存在論は存在論の転化によって成立する。転化は「或るものから別の或るものへ（von 

etwas weg zu etwas anderem）」（GA29/30, 59）という構造をもっている。つまり存在論からメタ存

在論への転化は、存在論とは別のものへの転化である。メタ存在論は存在論でないものであり、そ

れ故に存在論（Ontologie）と区別されて、「形而上学的存在者論（metaphysische Ontik）」（GA26, 
201）と呼ばれる。例えば領域的存在論は、名称から明らかなように存在論であるから、メタ存在

論に属することはありえない。あるいは『存在と時間』における「世界内存在」の「世界」は、存

在の次元に属しているから、この意味での「世界」をメタ存在論が扱うこともありえない。「世界

内存在」の「世界」を全体としての存在者と考えるとすれば、それは単純な誤解である。ともかく

存在論の転化は存在論でないものへの転化であるから、哲学＝存在論とする『存在と時間』は、存

在論の転化の構想と相容れない。1926 年夏学期講義『古代哲学の根本概念』から 1928 年夏学期講

義『論理学』に至るまで、転化の構想が一貫していると主張するためには、『存在と時間』と『現

象学の根本問題』における「哲学＝存在論」の等置を否定しなければならないが、それは不可能だ

ろう。さらに『古代哲学の根本概念』における範例的存在者による「第一哲学」テーゼの解釈（範

例的存在者の解釈によって「存在論‐神学」の二重性を存在論へと一元化する）をも否定しなけれ

ばならないが、それも不可能だろう。ともかく 1926 年夏学期講義『古代哲学の根本概念』と 1928
年夏学期講義『論理学』とに、「転化」、「メタ存在論」、「全体としての存在者」という共通の

言葉があるというだけで、メタ存在論への転化の構想が『存在と時間』と『現象学の根本問題』に

もあるはずだ、とすることは、あまりにも単純すぎる（二、四）。 
（3）形而上学的存在者論としてのメタ存在論が何をテーマとするのかは、「全体としての存在者

（das Seiende im Ganzen）を主題とする、固有の問題構制の必然性が生じる」（GA26, 199）という

言葉に定位することによって答えることができる。存在論が「存在者としての存在者への問い」か

ら出発するのに対して、メタ存在論は「全体としての存在者への問い」を問う。つまりメタ存在論

の主題は「全体としての存在者」である。1928 年夏学期講義『論理学』は、メタ存在論のテーマに

言及している。「メタ存在論的‐実存的に問うことのこの領野のうちに実存の形而上学の領域もあ

る（ここで初めて倫理学の問いが立てられる）」（GA26, 199）。倫理学の問いがメタ存在論に属

するとされているが、何故なのか。この当然の疑問に答えない限り、メタ存在論を理解したことに

ならない。メタ存在論の主題が全体としての存在者であることを堅持すれば、その答えはハイデガ

ーの次の言葉のうちに見出しうるだろう。「エートスは全体としての存在者の只中で人間が滞在す

るその態度である。かくして『倫理学』の知も…全体としての存在者を目指している」（GA55, 206）。
「『倫理学』は諸対象のうちで分離された対象としての人間に関係するのでなく、人間への全体と

しての存在者の関わりと、全体としての存在者への人間の関わりという視点において、人間に関係

する」（GA55, 214）。メタ存在論の主題に関しては、『意味・真理・場所』316-326 頁、337-339
頁参照。 
（4）存在論‐神学の二重性は「実存と被投性の二重性に対応している」（GA26, 13）。それ故メ

タ存在論が何を主題とするかは、被投性から理解されねばならない（八）。全体としての存在者の

只中に現存在が被投されているということから、メタ存在論は理解されねばならない。全体として

の存在者への被投性という論点を逸した解釈は、メタ存在論の誤解に陥るだけである。 
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在と時間』と『現象学の根本問題』が位置しているが、そこに「転化」、「メタ存在論」、

「全体としての存在者」という言葉は登場しない。つまり「存在論の転化によるメタ存在

論」という構想、「存在論‐神学」という形而上学の二重性の構想は見出せないのである25。 

                                                        
25 仲原孝氏の発表「「時間と存在」の再現」は、1928 年夏学期講義『論理学』で語られるメタ存在

論が『存在と時間』のうちに見出せる、と主張しているが、その論拠は次の三点である。 
（1）「1926 年夏学期、つまりまさしく『存在と時間』公刊部分を執筆している真っ最中の学期に

行なわれた講義の中に、存在論の「転換」と「メタ存在論」についての言及があるという事実」。 
（2）「ハイデガーの哲学が、ある地点から出発してその同じ地点へと「打ち返す」、という一種

の「往復運動」を行なうものであることは、『存在と時間』でもはっきりと述べられている（資料  
7.）。先に挙げた『論理学』講義の文章（資料 4.）で、「存在論がそこから出発したところへと向

かって打ち返す内的必然性」について語られていたが、この二つの文章で、まったく同じ「打ち返

す」という言葉が使われていることに注意しよう。明らかにこの二つの文章は、まったく同一の運

動について語っている」。 
（3）「こう考えてくれば、これも『存在と時間』公刊部分（資料 8.）で、現存在分析論を「存

在一般の理念」に基づいてあらためて「反復」することを予告しているのは、「メタ存在論」のこ

とを考えながら語っていることは明らかである」。 
（1）で指摘された事実は否定できない。しかしその事実によって『存在と時間』も「存在論の転

化とメタ存在論」の構想のもとにあった、ということは導けない。何故なら 1926 年夏学期講義に

は、範例的存在者による存在論への一元化というアイディアも見出されるからである。『存在と時

間』のうちにメタ存在論の構想があるか否かは、『存在と時間』そのものに即して決定されねばな

らない。それ故（2）（3）を検討しなければならない。  
（2）は「そこからその問いが発源し、そこへと打ち返す」と「存在論がそこから出発したところ

へと向かって打ち返す内的必然性」が同じ「往復運動」について語っていることに根拠を求めてい

る。確かに『存在と時間』最終節は哲学の定式のうちに「存在論の存在者的基礎」の問題を見てい

る。それは『論理学』講義において「存在が与えられているのはただ現存在が存在を理解している

ときだけである。言い換えれば、理解のうちに存在が与えられているという可能性は現存在の事実

的実存を前提にしている」（GA26, 199）と表現されている。しかしこの問題を「メタ存在論への

転化」と混同することは誤りである。転化を語るためにはさらなる一歩、つまり「そして現存在の

事実的実存はさらにまた自然の事実的物在を前提している」というテーゼが必要だからである。そ

もそも「そこからその問いが発源し（entspringen）、そこへと打ち返す（zurückschlagen）」といっ

た往復運動の表現だけを理由に「メタ存在論への転化」を主張することなど不可能である。一種の

往復運動を言い表わす表現は、『存在と時間』における哲学の定式のうちに見出されるだけでなく、

1920/21 年冬学期講義『宗教現象学入門』における哲学の規定にも現われる。「…哲学は事実的な

生経験から発する（entspringen）。そして哲学は生経験のうちで生経験自身へ立ち帰る

（zurückspringen）」（GA60, 8）。このうちに「存在論からメタ存在論への転化」を読み込む人は

いないだろうし、「存在論の存在者的基礎」の問題も見出せないだろう。この表現は、「哲学の出

発点と目標は事実的な生経験である」（GA60, 15）を意味するにすぎない。 
存在論からメタ存在論への転化は体系構想の根幹に関わるのだから、「哲学は普遍的な現象学的

存在論である」という哲学の根本規定に定位すべきである。『存在と時間』の哲学の定式は「哲学

＝存在論」を明確に主張しているのだから、「哲学は存在論とメタ存在論からなる」というテーゼ

を、つまり存在論からメタ存在論への転化を認めるはずがない。 
（3）の論拠となるのは、『存在と時間』の次の言葉である。「これ〔存在一般の理念〕が獲得さ

れていない限りは、現存在の反復的な時間的分析〔zeitliche Analyse〕もまた不完全なもの、不明瞭

さを背負ったものであるにとどまる〔……〕。現存在の実存論的‐時間的分析は、それ自身、存在

概念の根本的な議論の枠組の中で、あらためて反復されることを要求するのである」（GA2, 441）。

しかし「存在概念の根本的な議論の枠組の中で」という言葉から明らかなように、この「反復」は

存在論に属する。それ故このような反復は、存在論でないメタ存在論への転化を示しているのでな

く、「より高次で本来的な存在論的基盤における、現存在の分析論の反復」（GA2, 24, vgl. GA24, 319）
を意味している。 
現存在の分析論の反復は、『存在と時間』のうちですでにはっきり表明されており、解釈学的循

環の問題として明確化されている。しかし存在論の存在者的基礎の問題は「むしろ未だ『隠されて

いる』原則的な問題」（GA2, 576）である。分析論の反復と存在者的基礎とは、全く別の問題であ

る。そして存在者的基礎の問題はメタ存在論への転化とはっきり区別されねばならない。 
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『存在と時間』は基礎的存在論であり、哲学の定式において「哲学は普遍的な現象学的

存在論である」（GA2, 51）とされている。『現象学の根本問題』において、「形而上学は

存在論を意味する」（GA24, 195）とされ、形而上学と存在論は等置されている（vgl. GA24, 

39, 114, 124, 197-8, 207）。そして哲学は存在論である。「形而上学の学的概念は哲学一般の

概念と同じである、すなわち批判的超越論的な存在についての学、存在論である」（GA24, 

23）。 

『存在と時間』『現象学の根本問題』以後、ハイデガーは哲学＝存在論の等置を否定す

るようになる。例えば 1928/29 年冬学期講義は言う。「しかし我々は、哲学が存在論であ

る、と簡単に言うわけではない」（GA27, 217）。こうした発言の背景にあるのは、1928

年夏学期講義『論理学』において語られる形而上学構想（基礎的存在論‐メタ存在論）で

ある。そして 1929 年の三部作はすべて、形而上学構想のもとで展開されている。『カント

と形而上学の問題』は言う。「基礎的存在論は現存在の形而上学の第一段階にすぎない」

（GA3, 232）。「形而上学とは何か」という講演は語る。「形而上学は、概念把握するこ

とに対して、存在者を存在者としてかつ全体として取り戻すために、存在者を超えて問う

ことである」（GA9, 118）。 

現行の『存在と時間』以前に属する「三つの差異」と善のイデア解釈、そして『存在と

時間』以後のハイデガーの形而上学構想が同型であること、そして『存在と時間』『現象

学の根本問題』は基礎的存在論の理念のもとにあり、形而上学構想が見出されないこと、

ここから次のように考えざるをえない。つまり、形而上学から基礎的存在論への構想変容

によって『存在と時間』は成立した。そして『存在と時間』以後、基礎的存在論から形而

上学へと体系が変容する。基礎的存在論から形而上学への体系変容は（少なくとも私にと

って）、すでに否定しようもなく明らかであるので、ここでは『存在と時間』への道にお

ける「形而上学から基礎的存在論へ」という変容を論じよう。この変容は『存在と時間』

の書き換えという謎に関わっている。このことを証示するために、基礎的存在論の理念が

いかにして成立したかを見ることにしよう。 

 

 

六 範例的存在者の解釈による基礎的存在論の理念と書き換え 
 

 『古代哲学の根本概念』は、「第一哲学」テーゼにおける基礎的学（形而上学）の二重

性を語り、続いて基礎的存在論について語っている。 

 

「基礎的存在論。ある存在者が必然的に範例的（exemplarisch）であり、そのようにしてそれ自身

主題となるが、存在概念という意味での存在理解を目指してである」（GA22, 180）。 

 

存在論がある存在者を範例的として選ぶのは、存在の概念を獲得するために「存在がそ

れに即して読み取られるべき範例的（exemplarisch）存在者」（GA24, 38）を必要とするか

らである。基礎的存在論という『存在と時間』の主導理念は、存在論の範例的存在者の解
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釈が「第一哲学」テーゼと結び付くことによって初めて現われる26。実際『古代哲学の根

本概念』は「第一哲学」テーゼを範例的存在者によって解釈している。 

 

「存在論の二重概念（存在学‐神学）は必然的に共属する。存在者としての存在者の学、つまり

それとともに必然的に、本来的な存在が最も純粋に証示される存在者への問いが与えられる。そ

の存在者に即してのみ存在の理念が獲得されうる。それ故本来的に存在するものとして概念把握

されている存在者を研究する学科が必然的である。その存在者が第一の動者か、第一の天空かは、

二次的な問いである。本来的に存在するものへのこの定位は特殊学でなく、存在論的に定位づけ

られている。存在が本来的に意味するものの学と、本来的に存在するものの学。存在の学と最高

の存在者の学」（GA22, 307）。 

 

存在とは何かを探究する存在論は、存在の理念を獲得するために、それに即して存在の

理念を読み取りうる存在者（範例的存在者）を必要とする。そうした範例的存在者は、伝

統的存在論においては、神であった。それ故存在論は必然的に神学を必要とする。第一哲

学が「存在論‐神学」の二重性という性格をもつのは、第一哲学が存在論であり、存在論

のために範例的存在者が必要だからである。この範例的存在者の解釈によって、神学は存

在論の枠組みの中に位置づけられ、存在論のうちに止揚される。「存在論‐神学」の二重

性は、存在論へと一元化される。範例的存在者の解釈によって、ハイデガーはアリストテ

レスがなさなかった「二重概念の克服」（GA22, 286）を遂行しているのである。「存在論

の二重概念（存在学‐神学）は必然的に共属する」という言葉は、存在論への一元化によ

る「二重概念の克服」を示している。 

基礎的存在論の理念は、存在論の範例的存在者という解釈によって初めて登場した。そ

                                                        
26 「範例的存在者の解釈による基礎的存在論の理念」の成立について、次のように反論することが

想定可能である（他の人に反論されたわけでなく、最初から私の念頭にあった反論である）。確か

に『存在と時間』はその第二節において問いの構造に即して範例的存在者への問いを問うている。

「いかなる存在者に即して存在の意味は読み取られるべきか…この範例的（exemplarisch）存在者は

何であり、そしていかなる意味で優位を持つのか」（GA2, 9）。しかし同様の問いはすでに 1925
年夏学期講義『時間概念の歴史へのプロレゴメナ』において見出される。「いかなる存在者が、そ

れに即して存在の可能な意味が獲得され読み取られる存在者なのか」（GA20, 195）。そしてこの

問いに現存在と答えている。問いの構造はすでに 1923/24 年冬学期講義『現象学的研究への入門』

において一応確立しており（GA17, 73-81）、その講義においても現象学的研究において「問いかけ

られるもの（Befragtes）」は、「あらゆる哲学が先だって問い、立ち帰って問う現存在（das Dasein, 
auf das jede Philosophie vor- und zurückfragt）」（九州大学に所蔵されている 1923/24 年冬学期講義の

筆記録にある言葉）である。さらに神を範例的存在者とする解釈について言えば、そのアイディア

は少なくとも「アリストテレス草稿」にまで遡ることができる。そこでは theion（神的なもの、神）

は最高の存在性格に対する表現であり、存在の理念（動性）を最もよく満足させる、と言われてい

る（GA62, 389）。このことが『古代哲学の根本問題』において、不動の動者としての神は「最も

純粋な意味におけるエネルゲイアの存在論的な理念の範例（exemplum）」（GA22, 204）である、

と表現されることになる。 
しかし「範例的存在者の解釈による基礎的存在論の理念」の成立にとって決定的なのは、「第一

哲学」テーゼにおける形而上学の二重性（存在論－神学）を範例的存在者の解釈によって存在論へ

一元化すること、そして範例的存在者を現存在とすることによって基礎的存在論の理念を確立する

ことである。この理念が 1925 年夏学期講義において未だ確立していないことは、「基礎的存在論」

という術語、そして「範例的存在者」という語が登場しないことのうちに示されている。 
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れ故「いかなる存在者が、いかにして存在論的に範例的として理解されているのか」（GA22, 

191）という問いは、基礎的存在論の核心となる。基礎的存在論として構想された『存在と

時間』は実際、その第二節「存在の問いの形式的構造」において、まさにこの問いを問う

のである。 

 

「いかなる存在者に即して存在の意味は読み取られるべきか、いかなる存在者を存在の開示はそ

の出発点とすべきか。その出発点は任意なのか、それとも一定の存在者が存在の問いの仕上げに

おいて優位を持つのか。この範例的（exemplarisch）存在者は何であり、そしていかなる意味で優

位を持つのか」（GA2, 9）。 

 

『存在と時間』はこの範例的存在者を、神でなく、現存在という存在者に求める。それ

によって基礎的存在論は現存在の分析論として確立される。「そこからすべての他の存在

論が初めて発することができる基礎的存在論は、現存在の実存論的分析論のうちに求めら

れねばならない」（GA2, 18）。 

現存在の分析論としての基礎的存在論という理念は、「第一哲学」テーゼに対する一つ

の応答である。しかもそれは伝統的存在論との根本的な対決、神という範例的存在者から

読み取られた存在理念に対する批判・対決を意味している。範例的存在者の問題が「第一

哲学」テーゼと密接に関わっていることは、『現象学の根本問題』においても確認できる。 

 

「神は最高の存在者、最も完全な存在者である。最も完全に存在するものは、それに即して存在

の理念が読み取られうる範例的（exemplarisch）存在者として、明らかに最も相応しい。…それ故、

存在についての学が卓越した意味において、神としての存在者に定位しているということは偶然

ではない。このことはすでにアリストテレスが  第一哲学を神学と名づけたことにまで至るのであ

る」（GA24, 38）。 

 

伝統的存在論は存在の理念を読み取るために、神を範例的存在者とした。このことは、

「アリストテレスが 第一哲学を神学と名づけた」ことのうちに、つまり「第一哲学」テー

ゼのうちに読み取ることができる。『現象学の根本問題』の第一部「存在についてのいく

つかの伝統的テーゼの現象学的－批判的議論」は、神を範例的存在者とする伝統的存在論

に対して、存在論における現存在への還帰の必然性を対置している27。 

範例的存在者の解釈によって「第一哲学」テーゼは、「存在論‐神学」という二重性が

克服され、存在論へと一元化される。それ故、範例的存在者の解釈を採用している『存在

と時間』と『現象学の根本問題』において、哲学は存在論とされているのである。「哲学

は普遍的な現象学的存在論である」（GA2, 51）という哲学の定式は、「存在論‐神学」と

いう形而上学の二重性に対する、一つの応答なのである。 

善のイデア解釈による形而上学構想、そして範例的存在者の解釈による基礎的存在論の

                                                        
27 『意味・真理・場所』249-251 頁参照。 
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理念は、『古代哲学の根本概念』という同じ講義のうちに見出される。この二つの解釈は

形而上学の二重性をめぐって対立している。しかしこの奇妙な事態が『存在と時間』の書

き換えに光りを当てることになる。 

順調に進んでいた印刷を一時中止して、ハイデガーは『存在と時間』の書き換えを敢て

行なった。しかも 544 頁から 800 頁となる大幅な書き換えであるから、個々の論点の改良・

付加とは考えられない。ヘーゲルは論理学の大幅な書き換えを何度かしているが、それは

体系構想の変容に由来する28。『存在と時間』の書き換えも同様に理解できるだろう。 

書き換え以前の体系構想は、第三編の最初の仕上げである「三つの差異」構想、つまり

「存在論‐神学」という形而上学の二重性構想である。この構想は書き換え後の『存在と

時間』のうちに見出すことができない。体系が形而上学から基礎的存在論へ変容したので

ある。これは書き換えの動機となりうるだろう。 

しかも大幅な書き換えを決意したのは 1926 年夏学期の半ばであり、その時期に『古代哲

学の根本概念』を講義していた。この講義においてプラトンの善のイデア解釈がなされる

が、その解釈のうちに形而上学の二重性構想が見出される。その二重性解釈の背景に「第

一哲学」テーゼの理解がある。しかしプラトンの次に扱われるアリストテレスにおいて、

改めて「第一哲学」テーゼが範例的存在者の解釈によって捉え直される。「存在論‐神学」

の二重性は、存在論へと一元化され、基礎的存在論の理念が確立する。「形而上学から基

礎的存在論へ」という体系構想の変容が『存在と時間』の書き換えをハイデガーに強いた

のである29, 30。この体系変容は「第一哲学」テーゼの問題圏のうちを動いている。 
                                                        
28 拙著『ヘーゲル現象学の理念』（創文社、2002 年）91-96 頁参照。 
29 『存在と時間』の書き換えに関して、何故敢て書き換えを行なったのか、という問いとともに、

何故 544 頁から 800 頁へと増えたのか、という問いが生じる。書き換えの理由は同時に分量の増大

の理由にもならねばならない。書き換えの理由は、範例的存在者の解釈による基礎的存在論の理念

の成立である、というのが私の主張である。基礎的存在論は範例的存在者を現存在とする。それは、

神を範例的存在者とする伝統的存在論との対決、神から読み取られた存在理念に対する批判を意味

する。範例的存在者の解釈はこうした対決・批判を必然化する。それが『現象学の根本問題』の第

一部「存在についてのいくつかの伝統的テーゼの現象学的‐批判的議論」である。『現象学の根本

問題』において 35-320 頁を占めているこの第一部が、分量の増大となる。しかしこのことが第二

ヴァージョンに関して言えるだろうか。 
現行の『存在と時間』を執筆している時点での第三編は第二ヴァージョンであり、「この論述の

第三編第二章参照」という註がその章構成を示している（三）。この註は次の引用文の末尾に付さ

れていた。「…存在と真理との原則的な連関が時間性の問題構制から展開される場合である。その

とき、皮相な命題論と判断論が『コプラ』へと歪めてしまった『である（ist）』の存在論的意味も

限定される。語りの時間性、つまり現存在一般の時間性から、初めて『意義』の『生成』が解明さ

れうるのであり、概念形成の可能性が存在論的に理解されうるのである」（GA2, 462）。第二ヴァ

ージョンの第三編第二章において「存在と真理との原則的な連関が時間性の問題構制から展開され

る」。この章は第三ヴァージョンである『現象学の根本問題』の第二部第四章「存在の真理性格」

に対応していると考えられる。この第二部第四章は第一部第四章での「コプラ『である（ist）』の

問題」（vgl. GA24, 33）から導かれるが、第二ヴァージョンの第三編第二章でも「『である（ist）』

の存在論的意味が限定される」のだから。このように第二ヴァージョンの第二章が第三ヴァージョ

ンの第二部に対応するとすれば、第二ヴァージョンにおいても『現象学の根本問題』の第一部に対

応する部分があり、それが恐らく第三編第一章を形成していたのだろう。つまり現行の『存在と時

間』が想定している第三編（第二ヴァージョン）には、「存在についてのいくつかの伝統的テーゼ

の現象学的‐批判的議論」に対応する章があり、その部分が書き換えにおける分量の増大を引き起

こした。 
『存在と時間』第三編の中心課題は、存在の意味への問いに答えることにある（一）。それは、
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七 範例的存在者と存在者的基礎 
 

「哲学は普遍的な現象学的存在論である」という哲学の定式は、範例的存在者の解釈に

よる存在論への一元化を含んでいる。しかしすでに言及したように、『存在と時間』最終

節によれば、哲学の定式のうちに「存在論の存在者的基礎」という問題が潜んでいる。範

                                                                                                                                                                   
『存在と時間』そのものの中心課題であるから、第三編の三つのヴァージョンにおいて一貫してい

なければならない。この課題は『現象学の根本問題』の第二部「存在一般の意味への基礎的存在論

的問い。存在の根本諸構造と根本諸様式」（GA24, 32）において果たされる。それ故この第二部こ

そが第三編「時間と存在」に不可欠であり、第一部はそれへの導入にすぎない。第二部は四章構成

である（GA24, 33）。第一章「存在論的差異（存在と存在者の区別）の問題」。第二章「存在の根

本分節（エッセンティア、エクシステンティア）の問題」。第三章「存在の可能な変様と、その多

様性の統一の問題」。第四章「存在の真理性格」。この四つの問題は、1928 年夏学期講義において

も、四つの根本問題として挙げられている。「１、存在論的差異、２、存在の根本分節、３、存在

の真理性格、４、存在の領域性と存在の理念の統一」（GA26, 193-194）。そしてこれらの根本問題

を論究することが基礎的存在論の中心課題とされている（九）。「（2）存在の問いに含まれてい

る根本問題の論究 ─ 存在問題のテンポラールな呈示」（GA26, 196） 。この講義は「範例的な存

在者としての主観」と「存在を理解するものとしての主観」の区別をはっきり語り（GA26, 109）、

すでに範例的存在者の解釈から距離をとっている（七）。それ故（2）「存在の問いに含まれてい

る根本問題の論究」のうちに、『現象学の根本問題』の第一部でなされた「神を範例的存在者とす

ることへの批判」は含まれていないだろう。 
以上のことをまとめよう。第三編には三つのヴァージョンがあるが、それらに一貫しているのは

『存在と時間』の中心課題を果たすこと、つまり存在の意味への問いに答えることである。この部

分に分量の増減はないだろう。『存在と時間』の書き換えによって分量が増大したのは、範例的存

在者の解釈によって、神を範例的存在者とする伝統的存在論との対決を論じるという課題が生れた

からである。その具体的な内容は『現象学の根本問題』第一部「存在についてのいくつかの伝統的

テーゼの現象学的－批判的議論」のうちに見出すことができるが、それに対応する章が第二ヴァー

ジョンにもあったと推定できる。つまり「範例的存在者の解釈による基礎的存在論の理念の成立」

は、『存在と時間』の書き換えの動機であり、同時に分量の増大の理由でもある。 
30 『存在と時間』の書き換えについてのここでの仮説は、いくつかの解釈とともに、二つの事実を

前提している。それ故反証可能である。 
（1）基礎的存在論の理念が成立したのは 1926 年 4 月以降であるという事実主張を前提としてお

り、その理念が範例的存在者の解釈によって成立した、と解釈している。それ故 1926 年 4 月以前

に「基礎的存在論」という術語の用例が見つかれば、「「形而上学から基礎的存在論へ」という体

系構想の変容が『存在と時間』の書き換えをハイデガーに強いた」という私の仮説は成立しない（用

例を知っている方は是非教えて下さい）。もし「基礎的存在論」の初出が 1926 年夏学期講義『古

代哲学の根本概念』であるとしたら、その事実は基礎的存在論の理解にとって決定的に重要だと思

う。こうしたことを無視して「基礎的存在論」に任意の意味を付与すれば、基礎的存在論の構想は、

1925 年夏学期講義（GA20）のうちに、1924 年の論文『時間の概念』（GA64）のうちに、1922 年の

「アリストテレス草稿」（GA62）のうちに、さらに 1919 年戦争緊急学期の講義（GA56/57）のう

ちにさえ、見つけることができるだろう。基礎的存在論の理念の成立にとって何が決定的なのか、

という基準がなければ、何でも言えるのである。 
（2）書き換えは序論を含んだ『存在と時間』のすべてに及んでいる、ということを前提している。

序論に基礎的存在論の理念が語られているからである。それ故、序論はまったく書き換えられてい

ないということが事実として確定されたら、私の仮説は崩れる。しかし序論の書き換えなしに、『存

在と時間』の書き換えを敢てすることなど、私には考えられない。 
（1）か（2）のどちらかが反証されれば、「「形而上学から基礎的存在論へ」という体系構想の

変容が『存在と時間』の書き換えをハイデガーに強いた」という説を私は放棄する。しかしその場

合、『存在と時間』の書き換えという謎は残る（私にとってだけでなく、『存在と時間』に関心の

あるすべての人にとって）。ともかく、『存在と時間』の書き換えを説明できるか否かは、『存在

と時間』の理解の試金石である。 
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例的存在者と存在者的基礎とはいかなる関係にあるのか。 

範例的存在者の解釈は『現象学の根本問題』において「第一哲学」テーゼに即して語ら

れていた。しかし存在者的基礎の問題もまた「第一哲学」テーゼのうちに読み取られてい

る。 

 

「存在論は基礎的部門として現存在‐分析論を持っている。そのうちに同時に、存在論

がそれ自身純粋に存在論的に基礎づけられない、ということが潜んでいる。存在論の固

有の可能化は存在者、存在者的なものへ差し戻される、すなわち現存在へ差し戻される。

存在論は存在者的基礎を持っているのである。この存在者的基礎は哲学の今までの歴史

においても繰り返し透かし見られ、例えばすでにアリストテレスが『第一哲学、存在に

ついての学は神学である』と言ったことのうちに表現されている」（GA24, 26）。 

 

 ここで語られている存在者的基礎の問題は、『存在と時間』最終節において問われてい

た問題と同じであり、問いか断言かの違いだけである。しかも両者とも「現存在の分析論

としての基礎的存在論」という理念に関わっている。 

さらに「第一哲学、存在についての学は神学である」というアリストテレスの言葉への

言及は、存在者的基礎の問題が「第一哲学」テーゼの問題圏に属していることを示してい

る。とすれば存在者的基礎と範例的存在者という問題は、同じ問題であるように見える。

両者は「第一哲学」テーゼのうちに読み取られ、「現存在の分析論としての基礎的存在論」

という理念に関わっているのだから。範例的存在者は存在者（das exemplarische Seiende=das 

Ontische）として存在論の存在者的基礎である、と言えるように見える。確かに両者は同

じ問題圏のうちを動いている。しかし両者は明確に区別されねばならない。そもそも「存

在論が存在論的に基礎づけられない」のは何故か。それに対して、『現象学の根本問題』

と『存在と時間』を引用しよう。 

 

（1）「存在の真理性格の分析は、存在もいわば存在者、すなわち現存在の根拠づけられている

ことを示す。存在が与えられるのはただ、存在理解が、つまり現存在が実存するときだけである」

（GA24, 26）。 

 

（2）「存在―存在者でなく―が『与えられる』のは、真理が存在する限りにおいてのみで

ある。そして真理が存在するのは、現存在が存在する限り、存在する間だけである」（GA2, 304）。  

（「現存在が存在する限りにおいてのみ、すなわち存在理解の存在者的可能性（die ontische 

Möglichkeit）が存在する限りにおいてのみ、存在は『与えられている』」（GA2, 281）。） 

 

 （1）は存在者的基礎が語られる直前で言われている。そして（1）と（2）が同じことを

言い表わしていることは明らかである。さらに（1）（2）が範例的存在者の解釈と異なっ

ていることも明白である。範例的存在者と存在者的基礎との違いは、範例的解釈への批判

として、顕在化する。『存在と時間』における範例的存在者への問いをもう一度想起しよ
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う。 

 

「いかなる存在者に即して存在の意味は読み取られるべきか、いかなる存在者を存在の開示はそ

の出発点とすべきか。その出発点は任意なのか、それとも一定の存在者が存在の問いの仕上げに

おいて優位を持つのか。この範例的（exemplarisch）存在者は何であり、そしていかなる意味で優

位を持つのか」（GA2, 9）。 

 

 ハイデガーは後にこの個所に批判的な欄外註記をしている。「いかなる存在者に即して

存在の意味は読み取られるべきか」という問いに対して、「二つの異なった問いがここで

並列している。誤解を招きやすい、特に現存在の役割に関して」（GA2, 9 Anm. b）という

註記をしている。そして「範例的」という語に対して、「誤解を招きやすい」（GA2, 9 Anm. 

c）と註記している。現存在は「存在の表象的抽象のための存在者の一事例」（GA2, 11 Anm. 

b）ではない、つまり「この存在者に即して存在の意味が読み取られるのではない」（GA2, 

10 Anm. a）。現存在が主題となるのは、範例的存在者であるからでなく、「存在理解の座」

（GA2, 11 Anm. b）だからである。現存在が「存在理解の座」であるとは、「存在が与え

られるのはただ、存在理解が、つまり現存在が実存するときだけである」（GA24, 26）と

いうこと、現存在が「存在理解の存在者的可能性（die ontische Möglichkeit）」（GA2, 281）

であること、つまり現存在が存在論の存在者的基礎である、ということである31。 

「現存在は存在の表象的抽象のための存在者の一事例ではないが、存在理解の座であ

る」（GA2, 11 Anm. b）という欄外註記の言葉が、範例的存在者と存在者的基礎との相違

を示している。この相違は 1928 年夏学期講義『論理学』において、「範例的な存在者とし

ての主観」と「存在を理解するものとしての主観」との区別としてはっきり語られている

（GA26, 109）。そしてこの講義において、ハイデガー独自の形而上学構想が語られるので

ある。 

 

 

八 存在論の存在者的基礎からメタ存在論への転化 
 

「存在論がそこから出発したところへ存在論が打ち返すという内的必然性は、『人間』という存

在者が存在を理解しているという、人間的実存の根源現象に即して明らかにされる。存在の理解

のうちに同時に存在と存在者の区別の遂行がある。存在が与えられているのはただ現存在が存在

を理解しているときだけである。言い換えれば、理解のうちに存在が与えられているという可能

性は現存在の事実的実存を前提にしている。そして現存在の事実的実存はさらにまた自然の事実

的物在を前提している。根源的に立てられた存在問題の地平においてまさに、次のことが明らか

                                                        
31 存在論の存在者的基礎という問題において、ハイデガーは存在論が陥る二つの危険を見据えてい

る。「存在論自身の可能性の根拠への洞察なしに、すべての存在者的なものが存在論的なものへと

解消されるか（ヘーゲル）、あるいはあらゆる存在者的説明そのものがすでに含んでいる存在論的

前提を理解することなしに、存在論的なものが総じて誤認され、存在者的に無いものとして説明さ

れてしまう」（GA24, 466）。 
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になる。つまり、こうしたすべてのことが明白であり、存在として理解されうるのは、存在者の

可能的総体がすでに現にあるときにのみである。/ ここから、全体としての存在者（das Seiende im 

Ganzen）を主題とする、固有の問題構制の必然性が生じる。この新たな問題設定は存在論自身の

本質のうちにあり、存在論の転化（Umschlag）、metabole から生じる。この問題構制を私はメタ

存在論（Metontologie）と名づける」（GA26, 199）。 

 

「存在論がそこから出発したところへ存在論が打ち返す（zurückschlagen）」という言葉

は、「そこからすべての哲学的に問うことが発し、そこへと打ち返す zurückschlagen」（GA2, 

51）という『存在と時間』における哲学の定式を想起させる。さらに「存在論の固有の可

能化は存在者、存在者的なものへ差し戻される、すなわち現存在へ差し戻される」という

『現象学の根本問題』の言葉、つまり「存在論は存在者的基礎を持っている」（GA24, 26）

という問題へと導く。存在論の存在者的基礎という問題は、「理解のうちに存在が与えら

れているという可能性は現存在の事実的実存を前提にしている」という言葉のうちに読み

取ることができる。つまりここで、『存在と時間』最終節が語っていた、哲学の定式に隠

されている存在者的基礎の問題が指摘されているのである。存在論の存在者的基礎を現存

在という存在者に求めることによって、「現存在の分析論としての基礎的存在論」という

理念が成立する。このことは、「存在論の存在者的基礎と基礎的存在論としての現存在の

分析論」という（GA24, 33）という『現象学の根本問題』第三部第一章の表題が示してい

る。この構想は、範例的存在者による基礎的存在論の理念とは区別されねばならない（七

参照）。 

存在論はその存在者的基礎として、存在を理解する現存在という存在者を前提している。

『存在と時間』そして『現象学の根本問題』は、この前提を指摘することにとどまること

によって、「現存在の分析論としての基礎的存在論」という理念を堅持している。それ故、

『存在と時間』最終節と『現象学の根本問題』が語っている「存在論の存在者的基礎」の

うちに、存在論の転化によるメタ存在論の成立など読み取ることができない。哲学＝存在

論であるかぎり、存在論の転化などありえないのである。 

しかし 1928 年夏学期講義『論理学』において、「現存在の事実的実存」という存在者的

基礎はさらに、その前提へと問い深められる。存在者的基礎という問題が、自然の事実的

物在の前提を通して、全体としての存在者を主題とするメタ存在論へと導く。基礎的存在

論の理念は乗り越えられて、「基礎的存在論‐メタ存在論」というハイデガー独自の形而

上学構想が成立する。存在者的基礎の問題を媒介として形而上学の二重性へ至ることは、

この問題が最初から「第一哲学」テーゼのうちに見られていたことから、理解されねばな

らない。 

しかし「現存在の事実的実存はさらにまた自然の事実的物在を前提している」とはいか

なることなのか。メタ存在論への転化はいかにして生じるのか。現存在が生物として生存

しうるために、その前提として自然の事実的物在を必要とするということなのだろうか。

そのような陳腐なことが言われているとは思えない。ではいかに理解すればいいのか。こ

こで問題となっている二つの論点に着目しよう。つまり（1）存在理解という次元、そして
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（2）存在論‐神学という形而上学の二重性である。 

存在理解という次元が問題となっているとすれば、「現存在の事実的実存」とは次のこ

とを意味する。「存在が与えられるのはただ、存在理解が、つまり現存在が実存するとき

だけである」（GA24, 26）32。 

存在論‐神学という形而上学の二重性は「第一哲学」テーゼへと導く。1928 年夏学期講

義は第一哲学の二重性について次のように語っている。 

 

「第一哲学としての哲学は二重の性格をもつ。哲学は存在についての学であり、圧倒的なるもの

についての学である（この二重性格は実存と被投性の二重性に対応している）」（GA26, 13）。 

  

「存在論‐神学」の二重性は「実存と被投性」の二重性に対応している。実存とは「存

在を理解する現存が実存する」ことであり、そのかぎりにおいて存在が与えられ、存在論

が可能となる。被投性とは、全体としての存在者の只中に現存在が被投されていることを

意味する。これによって、全体としての存在者を問うメタ存在論が成立する。メタ存在論

への転化をいかに解釈するにしろ、二つの論点、つまり存在理解、そして全体としての存

在者への被投性、という二つの論点を逸することはできない。 

形而上学の二重性格の内的連関への問いが、その後のハイデガーの試みを導いている。

1928/29 年冬学期講義『哲学入門』も 1929 年夏学期講義『ドイツ観念論』も、この視点か

ら初めてその狙いが捉えられる。ここでは 1929 年の三部作の一つ、『カントと形而上学の

問題』の最終節、第 45 節「基礎的存在論の理念と純粋理性批判」に基づいて、一つの解釈

を語りたい33。この難解な最終節を読み解けるかどうかが、形而上学の二重性をめぐる問

題を理解する上で決定的であると思う。ともかく「現存在の事実的実存はさらにまた自然

の事実的物在を前提している」というテーゼを次のように解釈できるだろう。 

「現存在の事実的実存」とは、存在を理解している現存在が実存していることを意味す

る。その前提をさらに問うことは、存在理解の前提を問うこと、つまり現存在が存在理解

を必要とするのは何故か、を問うことである。存在理解を必要とするのは、現存在が全体

としての存在者のうちへ被投され、意のままにならないすでにある存在者を受容し認識す

るためである。存在理解は現存在が全体としての存在者の只中に被投されているという事

                                                        
32 「存在が与えられているのはただ現存在が存在を理解しているときだけである。言い換えれば、

理解のうちに存在が与えられているという可能性は現存在の事実的実存を前提にしている」（GA26, 
199）。 

33 1928 年夏学期講義はカントに即して、二つの問いを立て、存在論の存在者的基礎について語って

いる。「（1）いかなる意味で『無限性』が手引きとして前提されねばならないのか。（2）いかな

る意味でカントにおいて、存在論に対する存在者的なものの、より原則的な問題的な機能が示され

るのか。存在論は存在者的なものに基礎づけられている…」（GA26, 210）。（1）の問いは『カン

トと形而上学の問題』の最終節へ導くだろう。「しかし現存在における有限性は、『前提された』

無限性なしで問題としてさえも展開されうるだろうか」（GA3, 246）。ともかく最終節の次の言葉

がポイントになる。「『存在論』、すなわち存在理解を必要とするという人間の最も内的な有限性

に基づいて、人間を『創造的である』と、それ故『無限である』と概念把握することに意味があり、

その権利が成立するのか。だがしかし、まさに無限な者という理念は最も徹底的に存在論といった

ものを排斥するにもかかわらず」（GA3, 246, vgl. GA3, 38）。 
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実を、つまり全体としての存在者を前提としている。このことを示しているのは、「存在

者の可能的総体がすでに現にある」（GA26, 199）という言葉である。「存在者の可能的総

体」という語は、「自然」という言葉を受けており、さらに「全体としての存在者」と言

い換えられている。「現存在の事実的実存はさらにまた自然の事実的物在を前提している」

とは、存在理解が「全体としての存在者への被投性」を前提している、ということを意味

する。 

 

 

九 転化は『存在と時間』第三編の構想のうちに含まれていない 
 

1928 年夏学期講義は存在論の存在者的基礎からメタ存在論への転化を語っている。本発

表は、第三編において存在者的基礎の問題が論じられることになっていた、という確認か

ら始まった。そうであるとすれば、メタ存在論への転化は第三編の構想に含まれていたこ

とになる。しかし本当にそのように言えるだろうか。1928 年夏学期講義から、転化につい

ての二つの引用をしよう。 

 

（a）「我々は基礎的存在論を存在論一般の根拠づけと理解する。それには次のことが属する。

（1）形而上学の根本問題としての存在の問いの内的可能性を提示しつつ基礎づけること―現存

在を時間性として解釈すること。（2）存在の問いに含まれている根本問題の論究―存在問題の

テンポラールな呈示。（3）この問題構制の自己了解の展開、その課題と限界―転化（Umschalag）」

（GA26, 196）。 

 

（b）「存在論の根拠づけと仕上げの全体が基礎的存在論である。基礎的存在論は（1）現存在の

分析論と（2）存在のテンポラリテートの分析論である。しかし、このテンポラールな分析論は同

時に転回（Kehre）である。この転回のうちで存在論自身が形而上学的存在者論（metaphysische 

Ontik）―そのうちに存在論が表立たずにつねに立っている―へと表立って還帰するのである。

根源化と普遍化との動性によって存在論を、存在論のうちに潜在している転化へともたらすこと

が肝要である。そこで転回することが遂行され、メタ存在論への転化に至るのである」（GA26, 201）。 

 

（a）（b）は同じことを語っている。（a）（1）「現存在を時間性として解釈すること」

＝（b）（1）「現存在の分析論」であり、『存在と時間』の第一、第二編の課題である。

（a）（2）「存在問題のテンポラールな呈示」＝（b）（2）「存在のテンポラリテートの

分析論」であり、『存在と時間』の第三編の課題である。そして（a）（3）「この問題構

制の自己了解の展開、その課題と限界―転化（Umschlag）」は、（b）における「このテ

ンポラールな分析論は同時に転回（Kehre）である」という言葉に対応する34。 

                                                        
34 メタ存在論への転化は「このテンポラールな分析論は同時に転回（Kehre）である」と表現されて

いる。それ故、転化はテンポラールな分析論を完遂した後に初めて生じる、と考えるかもしれない。

しかし転化のあり方は、「現存在の事実的実存はさらにまた自然の事実的物在を前提している」
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ここで問うべきなのは、「転化、転回」といったことが『存在と時間』第三編の構想の

うちに含まれていたか、である。この問いに「含まれていた」と答えることは、私にとっ

て不可能である。そもそも第三編には三つのヴァージョンがあり、『存在と時間』の書き

換えを考えれば、そこに一貫して「転化、転回」が考えられていた、と考えられないから

である。ともかく、この問いに対して「含まれていた」と答える可能性を検討してみよう。 

（a）の「この問題構制の自己了解の展開」という言葉は、『現象学の根本問題』の第三

部「存在論の学的方法と現象学の理念」、とくにその第一章「存在論の存在者的基礎と基

礎的存在論としての現存在の分析論」へと導くだろう。そしてこの存在者的基礎の問題か

らメタ存在論への転化へと至ることができる（八参照）。転化へ至ると言うのは、1928 年

夏学期講義に関するかぎり、正しい。しかし『存在と時間』と『現象学の根本問題』に関

しては、正しくない。確かにそこで存在者的基礎の問題が語られている。しかしこの事実

（否定されえない事実）だけから、転化が構想されていた、という結論は出てこない。そ

こには転化を示唆する言葉など見当たらないからである。そして見当たらないのは当然で

ある。『存在と時間』と『現象学の根本問題』において哲学＝存在論であって、存在論の

転化による形而上学（存在論‐神学）の構想など考えられないからである。 

（b）が言うように「このテンポラールな分析論は同時に転回（Kehre）である」とすれ

ば、そしてテンポラールな分析論は第三編の課題であるとすれば、『存在と時間』第三編

においてケーレが遂行されることになっていた。そして『ヒューマニズム書簡』が第三編

について語ったことと関係づけられるだろう。「ここにおいて全体が逆転する。問題にな

っている第三編が差し控えられたのは、思惟がこのケーレを十分に言うことにおいて役立

たず、形而上学の言葉の助けによっては切り抜けられなかったからである」（GA9, 328）。

しかし問うべきなのは、「このテンポラールな分析論は同時に転回（Kehre）である」とい

うアイディアが『存在と時間』執筆当時にあったのか、である。答えは「否」である。 

しかし「転化、転回」が第三編の構想のうちに含まれていたか、と問う前に、そもそも

「転化」「転回」とは何を意味するか、を考察すべきだろう。訳語の選択は、意味を取り

違えていなければ、単なる趣味の問題である、と私は思っている。しかし Umschlag という

語に特殊な意味づけを与えないために、Umschlag を「転化」と訳す理由を語りたい。「存

在論の転化（Umschlag）、metabole」（GA26, 199）とされている。ここで使われている metabole

という語は、アリストテレスの運動概念としてのメタボレーである、と思う。その根拠は、

                                                                                                                                                                   
（GA26, 199）というテーゼが示しているが、テンポラリテートに言及されているわけではないし、

テンポラリテートを考慮しなければ解釈できないわけではない（八）。転回に関しては、「主導的

問いの構造における転回（Kehre）」（GA65, 407）という用例を挙げることができる（九）。この

「転回」を理解するためにテンポラリテートに言及する必要はないし、逆にテンポラリテートを入

れたら理解できなくなるだろう。存在論の存在者的基礎から転化が導かれるが、存在者的基礎のう

ちにテンポラリテートの問題は含意されていない。そもそも転化は「存在論‐神学」という形而上

学の二重性を成り立たしめる操作である。それ故、ハイデガーに固有なテンポラリテートを介さな

ければ転化が成立しない、とハイデガーが主張するはずがない。テンポラリテートなしに、存在論

と神学の相互転化は考えられているのである（vgl. GA3, 8; GA42, 88, 112-113）。ともかく「現存在

の事実的実存はさらにまた自然の事実的物在を前提している」（GA26, 199）というテーゼをきち

んと解釈することが先決である。そして解釈する場合の二つの条件、つまり（1）存在理解という

次元、そして（2）存在論‐神学という形而上学の二重性を忘れないようにしよう（八）。 
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ハイデガーがアリストテレスのメタボレーを一貫して Umschlag と訳していること（GA31, 

59; GA33, 86）35、そしてそこに「或るものから或るものへの転化（Umschlag von etwas zu 

etwas）」（GA22, 325; GA9, 249）という構造を取り出していること、である。転化は「存

在論の転化」（GA26, 199）、「メタ存在論への転化」（GA26, 201）という形で使われて

いる。つまりハイデガーの語る「転化」は「存在論からメタ存在論への転化」というメタ

ボレーと同じ構造をもっている。 

それ故 Umschlag の意味をアリストテレスと関係ないところから捉えるとすれば、それは

意味の取り違えである。そして Umschlag を訳すときに、メタボレーの訳語となりえない言

葉を使うならば、それも Umschlag の意味を取り違えている。メタボレーの訳語となる言葉

なら、それを Umschlag の訳語として採用することは趣味の次元に属する。私の知っている

かぎり、メタボレーは「転化」と一般に訳されている。だから私は Umschlag を「転化」と

訳すことにしている。 

メタボレーという言葉にこだわったので、メタ存在論のメタの意味を考えてみよう。五

で引用した言葉を想起しよう。 

 

（2b）「存在への問いは自己自身を超越する。存在論的問題は転化する（umschlagen）。メタ存

在論的（metontologisch）、theologike（神学的）、全体としての存在者（das Seiende im Ganzen）」

（GA22, 106）。 

 

（3a）「ここから、全体としての存在者（das Seiende im Ganzen）を主題とする、固有の問題構制

の必然性が生じる。この新たな問題設定は存在論自身の本質のうちにあり、存在論の転化

（Umschlag）、metabole から生じる。この問題構制を私はメタ存在論（Metontologie）と名づける」

（GA26, 199）。 

 

（2b）（3a）に共通に読み取れるのは、メタ存在論が「存在論（存在論的問題）の転化」

によって成立するということである。そして転化はメタボレーとして捉えられている。と

すればメタ存在論の「メタ」はメタボレーの「メタ」に由来するだろう。そして存在論の

転化は「存在への問いは自己自身を超越する」ことから、つまり超越から見られている。

このことは「三つの差異」が超越に定位していることからも言える。とすれば、メタ存在

論の「メタ」は、超越として、Metaphysik のメタと同じ意味であろう。実際、ハイデガー

は Metaphysik の「メタ」を、metabole（Umschlag）に即して論じている（GA29/30, 59）。

メタ存在論という新造語は、形而上学という語に対応して作られているのである。 

（b）で語られている「転回（Kehre）」をいかに理解するかが問題である。この「転回

（Kehre）」と同じ意味を、私は「主導的問いの構造における転回（Kehre）」（GA65, 407）

                                                        
35 Vgl. GA62, 320; GA64, 78; GA18, 248, 337. 1928 年夏学期講義で語られる「転化」（Umschlag, umschlagen, 

metabole）という語は、この講義以前にも以後にもその用例がたくさんあるのだから、「転化」に

ついての恣意的な解釈（単なる誤解）に陥らないためにも、そうした用例を参照することが最低限

必要である。 
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のうちに見出す（私はそれ以外に同じ用例を知らないので、知っている方がいれば、是非

教えて下さい）。主導的問いは形而上学における問いであり、「存在者としての存在者へ

の問い」と「全体としての存在者への問い」へと展開する。それ故「主導的問いの構造」

とはこの二つの問いの関わりを意味する。転回（ケーレ）という言葉は日常語として、「山

道でのヘアピンカーブ」や「スキーでの方向転換」を意味する。こうした用例に即すれば、

転回（ケーレ）は「相補的な往復運動」を意味する（この基本的な意味は、転回（ケーレ）

の後の用例にも妥当する）。「主導的問いの構造における転回」が意味するのは、二つの

問いが相補的な往復運動のうちにある、つまり二つの問いが互いに他を要求し、相互に転

化する、ということである。 

このことを『カントと形而上学の問題』に即して語ることができる。この書の第一節は、

形而上学を「存在者としての存在者と、全体としての存在者との原則的認識」（GA3, 8）

と定義する。この定義は次の問いへと導く。 

 

「存在者の存在の認識の本質はどこにあるのか。いかにしてこの認識が全体としての存在者の認

識へと必然的に展開するのか。何故全体としての存在者の認識が再び存在認識へと尖鋭化するの

か。かくして『形而上学』は哲学の困惑そのものに対する名称であり続ける」（GA3, 8）。 

 

 ここから、存在者の存在の認識（存在者としての存在者の認識）と全体としての存在者

の認識が相互に転化しあう、ということが読み取れるだろう。この相互転化によって形而

上学の二重性が可能となる。存在論からメタ存在論への転化は、存在者としての存在者の

認識が全体としての存在者の認識へと必然的に展開する、ということに対応している。 

存在者としての存在者への問いは企投（時間への存在の企投）に対応し、全体としての

存在者への問いは現存在の被投性（全体としての存在者の只中に被投されていること）に

対応する。存在論‐神学という形而上学の二重性は「被投された企投」に基づく。二つの

問いの相互転化（基礎的存在論とメタ存在論との相互転化）は、企投と被投性の二重性の

うちで遂行される。 

 

ハイデガーの形而上学構想について論じるべきことが多く残っているが、ここで一応終

りにしよう。本発表は、『存在と時間』最終節における「存在論の存在者的基礎」から出

発して、存在論がその存在者的基礎の問題を介してメタ存在論へと転化する、という形而

上学構想にまで至った。以上の考察によって主張したかったことを、最後に述べよう。『存

在と時間』は「形而上学の二重性から基礎的存在論へ」と「基礎的存在論から形而上学へ」

という体系変容のうちで、初めて理解できる。そしてこの変容は、アリストテレスの「第

一哲学」テーゼの問題圏のうちを動いている。形而上学の二重性とその一性への問いこそ

が、ハイデガーの思惟の道を一つの道たらしめている。それ故、『存在と時間』に付され

ていた「前半部」という語を最終的に削除したハイデガーは、次のように書いている。 

 

「しかし前半部の道は存在への問いが我々の現存在を揺り動かすべきであれば、今日でもなお必
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然的な道であり続ける」（GA2,VII）。 

 

Ryoichi HOSOKAWA 
Zeit und Sein 
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時間様相と存在 
 

植村 恒一郎（群馬県立女子大学） 

 

 

はじめに 
 

アリストテレスは、時間を「運動の数」と定義したが、数えられたものとしての時間は、

主として量的な時間である。それに対して、過去、現在、未来という時間様相については、

まだ納得できる定義がない。アウグスティヌスやフッサールなど、伝統的時間論では、時

間様相は、想起や予期という「心の働き」をもとに定義された。これは大筋として正しい

方向であると思われる。というのは、「心の働き」もまた広い意味での「運動」であり、

アリストテレスが立てた「時間は運動の何なのか？」という問いの延長にあるからである。

時間はあくまで、「運動」との相関において捉えなければならない。この発表では、それ

をさらに限定して、「時間様相は運動の何なのか
．．．．．．．．．．．．

？」という問いを立ててみたい。そして、

時間様相に関わる「運動」として、「心の働き」を考えるのであるが、その際の「心」を

自然主義的に捉えることにしたい。というのは、アリストテレスの時間の定義は「自然学

的」であるのに対して、アウグスティヌスやフッサールの「心」や「意識」は非自然学的

であり、両者の懸隔は非常に大きいので、この懸隔を埋める努力をしたいからである。 

では、「心」を自然主義的に捉えるとは、どのようなことだろうか。時間様相という観

点から心の働きを考えると、知覚、想起、予期はどれも重要であるが、しかし、知覚、想

起、予期というものを自明の前提にしたのでは、分析はあまり深まらない。なぜなら、そ

こで問われているのは、そもそも知覚、想起、予期とは、心に何が起きることなのかとい

うことだからである。つまり、知覚、想起、予期それ自体を、さらに掘り下げてみること

が必要なのである。この発表では、一つの試みとして、感覚それ自体の記号的
．．．．．．．．．．

・表象的
．．．

・

志向的なあり方
．．．．．．．

という観点を取ってみたい。歴史的にみると、カントは、自然の作用とし

て外部から触発される感覚と、それを認識にまとめあげる意識（＝統覚）の作用とを、対

立的なものとして切断した。この立場からは、記号的・表象的・志向的な作用は意識の働

きに基づいて成立するものと考えられ、自然そのものに内在するものではないことになる。

20 世紀の現象学も基本的にはこの線を継承しており、自然と意識とを対立的に捉えている。

しかしこれは、可能な唯一の構図というわけではなく、たとえばライプニッツには感覚か

ら理性までを連続的に捉える視点があり、モナドロジーは一種の自然＝記号論とみなすこ

ともできる。またバークリの『視覚新論』によれば、視覚はそれ自体が記号であり、視覚

観念は触覚観念を「示唆する」という記号的・表象的・志向的な在り方をしている。 

このように、感覚や知覚がその原初的なあり方においてすでに記号的・表象的・志向的

なものであるならば、過去・現在・未来といった時間様相はどのように捉えられるだろう

か？ 20 世紀においても、感覚や知覚の記号的性格を重視するものとして、フロイト、ギ
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ブソン、ルース・ミリカンなど、興味深い考察が提出されている。この発表では、一つの

手がかりとして、ミリカンの諸説を検討することによって、時間様相がそこから生成する

「心の働き」を考えてみたい。 

 

 

１ ミリカンの自然記号論 ―自然そのものの中で「表象」が生まれる 
 

 アメリカの自然主義の哲学者ルース・ミリカンは、1984 年に、Language, Thought, and Other 

Biological Categories を刊行し、生物が自らの存続を可能にする固有機能をどのように発展させ

てきたかという進化論的視点から、人間の心や言語をも理解しようとする野心的な試みを

行った。彼女の主著と目される本書は、しかし非常に難解で、分野の異なる研究者が簡単

に利用できるようなものではない。幸い、2002 年にフランスで行われた講義をもとにした

2004 年の著作、Varieties of Meaning が 2007 年に信原幸弘氏の手によって邦訳されたので、

ミリカンの哲学の全体像を見ることが容易になった1。その中から、時間様相に関係する心

の働きを理解するために有益な考察を抜き出してみたい（以下、援用箇所は、訳書頁のみ

を挙げる）。 

ミリカンは、バクテリアから人間の意識にいたる進化の過程を、「表象 representations」

という一貫した構図で連続的に捉えようという、実に雄大な構想を提示する。我々は、人

間の言語をモデルに「記号」を考えがちであるが、ミリカンは原始的な生物もまた記号を

用いて生命活動を営んでいると考える。たとえば、（これは最初にアメリカの哲学者ドレ

ツキが使用した例だが、）ある種のバクテリアは酸素の多い海水が苦手なので、細胞内の

磁石が示す N 極の方向へ動くことによって、酸素の少ない深い海に移動できる（p61）。

通常の理解では、このような原始的生物の営みは、自然の因果関係とみなされがちである

が、実はここには、原始の「表象」や「記号」が息づいている。なぜなら、磁石の
．．．

N
．
極の
．．

方向と
．．．

、酸素の少ない海水は因果関係で繋がっているわけではないので
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、この磁石は
．．．．．

、酸
．

素の少ない海水のありかを
．．．．．．．．．．．．

「表象する
．．．．

（表現する
．．．．

、指示する
．．．．

）」原始的な記号
．．．．．．

なのである。

さらに言えば、このバクテリアの内部にはすでに、表象の送り手（＝磁石の N 極）と表象

の受け手（＝その方向にバクテリアを動かす機構）という、二極の分枝が生じている。送

り手と受け手という二極があることが、記号が、「志向的表象」であるための条件である

が、バクテリアの磁石の N 極は、この意味ですでに「志向的表象」なのである。 

その理由は、「志向的表象
．．．．．

」とは
．．

、表象の送り手と表象の受け手という二つの要素がと
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

もに
．．

「相互利益
．．．．

」を受けるところに成立する
．．．．．．．．．．．．

ものであり、そのような二つの要素があって

初めて、「表象（表現）する」という関係が意味あるものになるからである。人間の言語

の場合でも、語り手と聞き手がいるわけであり、両者の利益になるからこそ、そもそも言

語なるものが存在すると考えられる。バクテリアの場合で言えば、体内磁石の N 極が「指

                                                        
1 ミリカン『意味と目的の世界』信原幸弘訳、勁草書房、2007 年。なお、本書については、筆者の

ブログで 6 月 3 日～7 月 3 日まで 11 回に渡って解題した。本発表はその一部を利用している。（ブ

ログ名：「charis の美学日誌」） 
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示する」「表象する」ものは、少なくとも四つある。すなわち、（1）他の無数の磁石も指

示する方向（＝北）、（2）地球の地磁気が指示する方向（＝北）、（3）深い海、（4）少

ない酸素の在りか。だから、バクテリアの体内磁石の N 極が「表象する」のは、この四つ

のいずれか、あるいはすべてでもよいはずであるが、そうはなっていない。（4）の少ない

酸素の在りかのみが、体内磁石の N 極が「表象する」ものなのである。なぜかといえば、

少ない酸素だけが、バクテリアの生き残りに関わる要素、すなわちバクテリアの「関心の

対象」だからである（p110）。たまたま体内磁石の N 極の方向を感知して、その方向へ移

動するバクテリアは、そうでないバクテリアより生き残る確率が高い。つまり、N 極を指

示する表象の送り手も、それに従って酸素の少ない海に移動する機構（表象の受け手）も、

ともに生き残ることによって「相互利益」を得たわけである。それに対して、逆の行動を

する表象の受け手、つまり磁石の N 極を感知すると、逆に酸素の“多い”海の方に移動す

る機構は、滅びでしまったために、相互利益を受けることができなかった。だから、結果
．．

として
．．．

、磁石の
．．．

N
．
極が
．．

、少ない酸素の在りかを
．．．．．．．．．．

「表象する
．．．．

」場合だけが
．．．．．

生き残り
．．．．

、そのよ
．．．

うな表象関係が誕生した
．．．．．．．．．．．

のである。以上が、バクテリアにおいて原始の表象が生成する場

面である。それは、我々が「意味」や「目的」と呼んでいるようなものの原始の生成の場

面でもある。 

さて、このような表象の送り手と受け手の双方が相互利益を得る「志向的表象」のさら

に根底には、ある要素と他の要素の間に一対一対応が成り立つという関係、すなわち、表

象や記号が成立するためのもっとも基本的な関係が存在する。ミリカンはそれを、「局地

的反復的自然記号 local recurrent natural signs」と呼ぶ。実際には、表象や記号は、生命活動

が存在し、表象の送り手と受け手がともに相互利益を得る「志向的表象」というあり方で

存在するのだが、生命なき無機的な自然の中にも、天体や地形の関係、数学的関係のよう

に、要素と要素の対応関係はいくらでも存在する。そのような対応関係をいわば利用する
．．．．．．．．．．．．．．．．．

ことによって
．．．．．．

「志向的表象
．．．．．

」は成り立つ
．．．．．

のだが、その利用される内実が、「局地的反復的

自然記号」なのである。 

「局地的反復的自然記号」の例として、ミリカンは次のように述べる。「コネティカッ

ト州では、ガンが 2003 年 11 月 25 日に南に飛んでいるということは、2003 年 11 月 25 日の

すぐ後にコネティカットに冬がやってくるということの自然的記号である」（p64）。この

例のもつ含意を検討してみよう。ある同じ場所において、ガンが南に飛んだ時刻と、冬の

到来の時刻という、二つの時刻の関係が、毎年毎年反復するから、二つの時刻の間には規

則的関係があり、前者は後者を「表象する」記号になる。まずここには、前者が後者を引
．．．．．．．

き起こすという因果関係がない
．．．．．．．．．．．．．．

。あるのはたんなる規則的な対応関係である
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。因果関係が

あるところには、もちろん規則的な対応関係があるが、しかし対応関係は、因果関係がな

くても存在するずっと広範な関係である。生命活動が、この広範に存在する自然の対応関

係を「利用する」ところに、因果関係とは区別される表象（表現）関係、志向的関係、意

味的関係という因果的でない新しい関係が生まれる。記号や言語は、このようにして成立

する。 

さて、このコネティカットのガンの例は、たくさんの含意をもっている。コネティカッ
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トという「同じ場所」に私が何年も住み続けるのでなければ、毎年の反復関係を表象（記

号）として利用することはできない。同じ場所に住み続けることが、自然の諸要素の間に

「反復」を発見できる条件であり、これは反復という時間的規定は
．．．．．．．．．．．

、実は同一の空間を前
．．．．．．．．．

提している
．．．．．

という、時間と空間に関する重要な規定である。その反対の例として、たとえ

ば、生まれてから死ぬまでの間、毎日移動を続け、けっして同じ場所に戻らない生活をし

ている人間を考えてみよう。彼にとって、すべての光景は、自分の運動と反対に流れてい

くから、時間だけでなく空間もたえず流れている。そこでは、現れるものすべてが新しく、

反復するということがない。つまりそこには「局地的反復的自然記号」は存在しえないか

ら、彼にとっては「表象」関係が成立しない。 

私が同
．．．

じ場所に住み続けることは
．．．．．．．．．．．．

、「個体性
．．．

」の基礎でもある
．．．．．．．

。ガンが通るコネティカ

ットの空の「あの場所」はまた、周囲の山々や野原、川、畑、道路、家並みなどの全体の

光景の中にはめ込まれた「あの場所」である。これら私の周囲のすべてのものは、私の身

体にある「ここ」を中心とするパースペクティブに配置されている。パースペクティブに

配置されたすべてのものは、他のものとの空間的な対応関係によって、自分の位置を記号

的に表象する。たとえば、向こうの大きな家は手前の小さな家に半分隠されているから、

小さな家よりも遠くにあるとか、この車は今ここから見ているからこう見えるが、向こう

側に回ればああ見えるなど。それぞれの物体が、みずから記号的に語っている。ライプニ

ッツのモナドにおいては、自分の身体を中心とするパースペクティブによって、世界の諸

事物はすべて相互に「表現」されたが、彼が「都市の光景」について述べたように、この

ような光景が自らを表現するのは、自分が都市を「歩き回る」からである。私が同じ場所

に住み続けることは、一定の空間の内部を「動き回る」ことであり、それによって、さま

ざまな同じ事物が繰り返し私に現れるから、この繰り返し現れる反復的規則性によって、

たとえば物体 A は物体 B との空間関係を「表象（表現）する」という記号になる。つまり、

自分が同じ空間の中を動き回らなければ、反復は起こらないのである。 

コネティカットの空のガンが冬の到来を告げる記号になるための反復は、コネティカッ

トという親しい場所（J.J.ギブソンの言う「環境」）に、私が住み続けているからこそ可能

なものであった。そして、私がそこに住み続けることは、私がそこ動き回ることであり、

それによって諸物体が反復して現われ、私に見えるすべての物体が直ちに互いの位置関係

を表象（表現）する記号になった。ここで重要なことは、表象（記号）の成立の条件であ

る反復には、同一の空間（環境あるいは大地）と、そこに住む「私」が必要なことである。

どのような反復も、私に開かれた、世界に一つしかないこのパースペクティブの中で行わ

れ、どのような表象（表現）も、私に開かれたこのパースペクティブにもとづいて何かを、

表象し、志向し、意味する。つまり、表象は
．．．

、その根源からして
．．．．．．．．

、「この私
．．．

」という時空
．．．．．

的パースペクティブをもつ個体性と一体のものとして存在する
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。 

ここで、「個体性」という概念を、二つに区別しなければならない。一つは、通常の個

体性である。私の生きる環境内で、さまざまな事物は、種と個体の相で私に理解される。

教室の机は、どれも同じ形をしているという点で、同じ種類の机であるが、しかし私が今

座っている「この机」は、別の「あの机」とは別の個体性を持つというように。しかし、
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こうした one of them
．．．．．．．．．

としての反復によって与えられる個体性は
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、そもそもそのような反復
．．．．．．．．．．．

は
．
、「この私

．．．
」のパースペクティブにおいて初めて可能になるという意味で

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
、「この私

．．．
」

が開く根源的な個体性に依存
．．．．．．．．．．．．．

している。そして、「この私」のパースペクティブが根源的

である理由は、そこでは記号となる光景のそれぞれの項が
．．．．．．．．．．．．．．．

、すべてそのパースペクティブ
．．．．．．．．．．．．．

の中の
．．．

「その位置
．．．．

」にはめ込まれている
．．．．．．．．．

、つまり記号
．．．．．

（表象
．．

）それ自身が
．．．．．

、つねに時空的
．．．．．．

な一定の位置に置かれていることこそが
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、原始の記号の特徴
．．．．．．．．

だからである2。 

原始の記号は
．．．．．．

、それ自身が時空的な当の場所に嵌め込まれている
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。これは、我々の言語

と大いに違うように思われるだろう。というのも、我々の言語は、言葉それ自身が置かれ

ている時空的位置とは無関係に意味をもつからである。言語は語り手や発話の時空的位置

を問わない汎用性があり、誰が、いつ、どこで使おうとも、一定の文法に適った文章は一

定の意味をもつのが言語である。にもかかわらず、我々の言語にも「これ」「それ」「こ

こ」「あそこ」「今」「私」「あなた」のように、発話そのもの時空的位置から切り離せ

ない言葉が存在し、しかもこれらの言葉は我々のコミュニケーションに不可欠である。ミ

リカンは、これらの「奇跡のような」不思議な言葉について、次のように述べている。「こ

うした指標的形式の直接の先行者はもっとも原始的な記号に属するものであり、我々はこ

の原始的な記号からそれほど遠く離れてはいない」（p207）。 つまり、原始の記号は、我々

の言語の不可欠の一部でもあるのである。 

 

 

２ 時間と空間の分離 ―複数のアフォーダンスによる時間順序と、線形時間 
 

表象（記号）は、自然の中にありながら、自然の因果性とは異なる関係をその本質とす

る。たとえば、鳥が森の中を歩くと土に足跡を付ける（p43）。この鳥の足跡は、鳥の存在

を表象する記号である。しかしここで、鳥が土を踏むという因果的作用が、この足跡を記

号にしているのだと考えてはならない。この因果作用はたしかに存在する。しかし、それ

は記号を物質的に作り出す過程の話であり
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、記号が記号であることの根拠とは別の話
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

であ

る。鳥の足跡が鳥の記号である理由は
．．．．．．．．．．．．．．．

、鳥の足跡が見つかった後
．．．．．．．．．．．

、猟師やバードウォッチ
．．．．．．．．．．

ャーは
．．．

、その周辺で鳥そのものに出会うことが繰り返されるから
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

である。ガンの飛来と冬

の到来との関係が反復されるのと同様に、鳥の足跡の発見と鳥との出会いとの関係が反復

されるからこそ、前者は後者の記号になる。この反復が記号であるのは、前者と後者をと

もに知覚する「私」にとってである。「私」は冬の到来に利害関心をもつ農夫であったり、

鳥の存在に利害関心をもつ猟師やバードウォッチャーであったりする。つまり、足跡やガ
．．．．

                                                        
2 「この私」の根源的個体性は、実は難しい問題を孕んでいる。というのは、バクテリアさえも表

象活動をするというミリカンの自然記号論にとって、ミツバチのダンスやカワウソの水面叩き（敵

の接近を知らせる）など、動物もまた広範な表象・記号活動をする。だが、バクテリアやミツバチ

やカワウソは、もちろん「この私」という意識をもっていない。動物たちの表象活動は、個体性と

一般性が分離していない。人間において初めて、個体性と一般性を分離して理解することができる。

だから、「この私」のパースペクティブという根源的個体性に依存するものとして、「局地的反復

的自然記号」を捉えることは、あくまで人間の視点から原始の記号活動へと何億年も遡及する、雄

大な反省的物語なのである。 
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ンの飛来といった記号は
．．．．．．．．．．．

、それ
．．

を読み取る者にとって何らかの意味で利益をもたらすから
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

こそ
．．

、（志向的
．．．

）記号
．．

なのである。この利害関心が「局地的反復的自然記号」を「意味」

や「目的」といったあり方に結びつけるのである。 

しかしながら、このように表象（記号）の受け取り手に利益をもたらす自然記号は、環

境に時空的に埋め込まれている。生物は、このような自然記号を用いて、どのような認知

と行動ができるのだろうか。まずは人間ではなく、動物の認知と行動を考えてみよう。J.J.

ギブソンは、動物の知覚は、その動物の適切な行動を導くように最初から形成されており、

それを「アフォーダンス」と呼んだ。ミリカンもギブソンを継承する。そして、そのよう

な知覚はそれ自身が自然記号であり、それを読み取る者に利益をもたらすという表象機能

をもつことが、動物の認知と行動を支配する基本線なのである。つまりここでは、環境の

認知が、即、行動を導くのである。哲学では、「事実から規範は導出できない」という難

問が語られる。しかし、アフォーダンスという見地からみるならば、事実を表象すること

と行動の指令とは一体のものである。環境の認知は、感覚器官の形成の段階からして、生

存の必要に合うように形成されたのであり、存在と当為はもともと分かれていない。人間

のように特別な進化をとげた動物だけが、事実認識と行動指令を分離する。だから、両者

をいかにして繋げるかという問いは、転倒した問いなのである。むしろ我々は、生物の認

知能力の進化の結果、どうして人間において両者が分離したのかと問うべきなのである。

そして、事実認識と行動指令の未分化という視点にいったん戻ることによって、時間や空

間の問題は、かえってよく見えてくるのである。 

動物においては、事実の表象と行動の指令は一体のもので分離していない。ネズミを見

た猫は、考え込んだりせず、直ちに捕獲の体勢を取る。興味深いことに、このような環境

アフォーダンス知覚においては、空間と時間は一体になっている。つまり、動物において

は、空間と時間が区別されていないのである。まず、この点から考えてみよう。ミリカン

は、「目標の表象」と「目標達成の表象」とを区別する（p263f.）。両者は似ているようだ

が、実は違う。動物はもちろん目標の表象を持つ。たとえば、猫に見つかったネズミは、

猫の目標である。しかし猫は、眼前に見える生きたネズミ（＝目標）の他に、自分に捕獲

されて死んだネズミの表象（＝目標達成の表象）をもつ必要はない。なぜなら、眼前に見

えているネズミに飛びかかるだけで目標は達成されるからであり、空間的な「あそこ」に

見えるネズミは、猫に捕獲されるべき「未来」のネズミだが、それは、猫の「ここ」から

地続きに存在し、環境アフォーダンス空間の中にその「未来」がすでに取り込まれている

からである。つまり、事実の表象と行動の指令が分離していない猫にとって、「今、見え

ている空間」の中に「未来」は書き込まれており、「今、見えている、あそこ」は、一瞬

後の自分の位置という意味で「未来」なのである。これは、人間において、「今」とは背

反する未来、現在と区別される本来の時間様相としての未来ではない。 

だが、空間の「あそこ」が時間的な「未来」であることは、猫だけでなく人間の場合に

もいくらでもある。自分が動いているときは
．．．．．．．．．．．

、人間においても
．．．．．．．

、時間と空間が分離しない
．．．．．．．．．．．

環境アフォーダンスが立ち現れる
．．．．．．．．．．．．．．．

。駅に向かう道を急いでいる時、行く手に現れた駅のホ

ームは、あと 40 秒後に自分がそこから電車に乗り込む当の場所である。ミリカンを引用し
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よう。「テニス選手は［今の］知覚に導かれて、やってくるボールを相手のコートの所定

の位置［＝ボールの未来の場所］に打ち込むことができる」（p277）。「［人間は］近づいて

くるボールや一撃をかわしたり、……［自動車で］走っているときに前方に迫ってくる急な

曲がり角を曲がるための準備をしたり、つまり、時間的に遠位にあるものの知覚は、空間

的に遠位にあるものの知覚とまったく同じように機能する。動物は
．．．

、〈そこ
．．

〉にあるもの
．．．．．

の知覚によって
．．．．．．．

〈ここ
．．

〉で導かれるように
．．．．．．．．

、〈のち
．．

〉に起こるものの知覚によって〈いま〉
．．．．．．．．．．．．．．．．．

導かれる
．．．．

のである」（p263）。 

このように、身体を動かして行動するときは、人間においても時間が空間に張り付いて

一体化しているが、動物の基本的なあり方は、こうした時間と空間の一体化であるとミリ

カンは考える。動物といえども、複数のプロセスの前後関係という意味での時間系列の認

知はある。ただし、このような時間系列は空間と重なっているところに特徴があり、「今、

見えている」環境アフォーダンスの外部に「未来」や「過去」があるという本来の時間様

相ではないのである。ミリカンは、動物にとっての時間系列は、空間的に異なる場所を循

環するようなものだろうと言う。「［動物の時間は、］時間的に系列化された集まりとして

表象されるにすぎない時間である。このように理解される時間では、時間はまったく空間

と類似的なものになる。空間は、我々がその中をどれほどあちこち移動し回っても、ほと

んど同じであり続ける。我々は空間のある部分から出発して、次々と隣の部分に進んでゆ

き、のちに再び同じ部分、出発したときと同じままであることがわかるような同じ部分に

戻ることができる」（p316）。このように「循環する時間」は、四季の巡りに似ているだ

ろう。人間も、「また春がやってきたな」と、春夏秋冬の同じものの繰り返しを感じる。

おそらく百万年も前のヒトにとっては、循環する時間の意識が大きかったかもしれない。

だが、同じ四季の繰り返しを通じて、ヒトは、祖父母、父母、私、子供、孫という「異な

る個体の不可逆な順序系列」を経験するから、そこには線形時間の意識が生じたはずであ

る。それに対して、動物の時間表象は、複数の時間系列にとどまり、前方にどこまでも伸

びてゆく線形時間ではない。この線形時間こそが、時間を空間から引き剥がし、本物の時

間様相を可能にし、「未来を変えること」や「新しいものの創造」を可能にするのである。 

では、空間から時間の自立、すなわち、動物の循環する時間から、人間の線形時間への

転換は、進化的にはどのように展望されるのだろうか。ミリカンは転換点として二つの契

機を考える。 

（1）個別の知覚が個別の行動を指令するアフォーダンス空間を越える契機として、自分
．．

の
．
「縄張り

．．．
」全体を空間的な地図として表象できることが

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
、個々の行動指令からは独立し

．．．．．．．．．．．．．

た
．
「事実的表象

．．．．．
」としての空間

．．．．．．
、つまり、空間としての空間が自立する契機。 

（2）一つのアフォーダンス空間ではなく
．．．．．．．．．．．．．．．．

、複数のアフォーダンス空間を経ないと目標が
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

達成できない場合
．．．．．．．．

、まず
．．

A
．
、次に

．．
B
．
、そして

．．．
C
．
といった
．．．．

「移行の時間系列
．．．．．．．

」が必要
．．．

になる。

アフォーダンス空間では、未来は目標として空間に嵌め込まれていたが、複数のアフォー

ダンス空間を「移行する」ことによって、初めて、空間から時間の契機が引き剥がされる。 

まず（1）から見てみよう。多くの動物は自分の縄張りであれば、目隠ししてどこへ連れ

てこられようと、まっすぐ自分の住みかに帰ることができる（p257）。またホシガラスは
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冬の到来に備えて食べ物を何百もの場所に隠し、その隠し場所を覚えている（同）。アフ

ォーダンス空間に生きる動物においては、空間の特定の場所に嵌め込まれた個別の目標と

しての自然記号が、ただちに個別の行動指令でもあるので、「一般的な」情報処理は必要

ない。ところが、動物が持つ縄張り全体の表象は、特定の行動指令には結びつかないが、

何らかの意味で汎用性のある一般目的用の表象（人間が持つのはこうした一般目的表象で

ある）に一歩近づいている。また、ホシガラスの「記憶」は、個々の場所を、「多数うち

の一つ」として捉えていると思われ、「これ」という個別性が、「多数のうちの一つとし

ての、これ」になること、つまり一般目的表象が自立することに記憶が関与している
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

こと

を示唆している。 

（2）は、ミリカン家にたまたま来たリスが、テラスの屋根から鎖で空中に吊るされた鳥

用の餌箱を、何度も試行錯誤を重ねたあげく、ついに手に入れた過程を例としている。リ

スが生きているアフォーダンス空間は、森であり、樹木に駆け登って木の実を手に入れる

行動は、認知と行動が分離しない型のものと思われる。しかし、テラスの屋根から吊るさ

れた鳥用の餌箱は、地面や木の枝と不連続で「宙に浮いた」ものだから、リスの通常のア

フォーダンス空間の行動によっては、アクセスできない「目標」である。リスは数日にわ

たって、餌箱の下、テラスの一方の側、テラスの他方の側など空間的位置を変えながら、

餌箱の位置を観察し続けた。そして、通常の仕方では、飛びついても届かないにもかかわ

らず、さまざまな走り方を試みたあげく、一方の側から手すりに沿って走り込み、家のド

アを反射板にして空間を高く飛び跳ねて、空中にある餌箱に前足を掛けることに成功。そ

のままずり上がって、餌を手に入れた（p281）。 

このリスは、それまでのアフォーダンス空間にはない、新しい仕方で目標の表象を捉え

ている。木の枝ではない空中の餌は、従来のアフォーダンス空間に嵌め込まれた目標＝未

来の表象のように、ただ一つの行動によっては、獲得できない。ミリカンによれば、この

リスは、「食べ物が見えるところにあるという事態」→「食べ物が手の届く場所にあると

いう事態」→「食べ物が自分の手の中にあるという事態」という三つの段階の「移行とい

う表象」を持つことができた。だからこそ、種類の違うアフォーダンスを組み合わせて、

それまで通過したことのない「新しい経路」を作り出すことができた。これは人間の視点

から見れば何でもないように思われるかもしれないが、認知と行動をアフォーダンス空間

に縛り付けられている動物にとっては、きわめて大きな飛躍である。特に重要なことは、

「食べ物が自分の手の中にあるという事態」という最終段階の表象、すなわち「目標が達

成された状態の表象」を持つことである。そうでなければ、「移行」を表象することがで

きない。この場合、リスにとって、空中にある餌の知覚（＝目標）がただちに行動指令に

結びつかないという意味で、それは従来のアフォーダンス空間を越えた新しい事態である。

リスは、行動に踏み出せず、逡巡する。普通のリスはそこで諦めるかもしれないが、その

リスは、「餌場が手の届くところにある」ことを確かめるという中間段階の表象によって、

空中の餌という「目標表象」を、「餌を自分の手の中にある」という「目標達成状態の表

象」へと移行させた。これは、最初の「目標表象」の空間の外部にある「目標達成状態の

表象」によって導かれたのだから、「目標達成状態の表象」は、アフォーダンス空間に嵌
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め込まれた「あそこ」という「未来」ではなく、その外部にある本来の未来に近づいたの

である。 

 

 

３ 空間の外部にある線形時間 
 

 以上をもとに、今度は、動物から人間へ視線を移してみよう。ミリカン家のリスと人間

との間には、実はまだ大きなギャップがあるのだが、空間から時間が分離する方向性は、

ある程度明らかになったと思われる。すなわち、アフォーダンス空間から時間が分離して、

行動を指令しない中立的な空間と、空間の「外部」としての時間とに分かれるのが、人間

の時間である。アフォーダンス空間では、時間は空間に嵌め込まれており、空間的「あそ

こ」が時間的「未来」や「過去」だったりする。空間に嵌め込まれた過去については、ミ

リカンは語っていないが、これから向かう「あそこ」が未来であるならば、さっき通り過

ぎてきた後方の別の「あそこ」は過去である。つまり空間は、自分が向かう方向に開けて

いるのが未来であり、自分の後方の空間は過去である。このように時間が空間に嵌め込ま

れている状態から抜け出て、時間が空間と「まったく重ならず」、別の次元のものになっ

たものが、線形時間である。この線形時間の立場からすれば、どのように広い空間が目の

前に開けていたとしても、それはすべて「今」である。前方の「あそこ」が未来だったり、

後方の別の「あそこ」が過去だったりはしない。線形時間にとって
．．．．．．．．

、空間は時間軸に直角
．．．．．．．．．

に交わるから
．．．．．．

、時間は決して空間の中に取り込まれることはない
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。これが、我々人間が理

解する時間である。 

このような「空間の外部にある時間」は、どのようにして成立したのか。ミリカンは、

人間の言語が表象を「否定変形」することができることを強調する。否定判断の本性につ

いては、さまざまな議論があるが、ミリカンは、否定の本質を
．．．．．．

「反対の肯定的な
．．．．．．．

、ただし
．．．

不確定な主張をおこなうこと
．．．．．．．．．．．．．

」（p311）に見ている
．．．．．

。たとえば、「彼は背が高くない」「彼

女は来ない」といった否定判断は、それで終わりなのではなく、「彼は背が中くらい、あ

るいは低い」「彼女は病気、急用ができた、約束を忘れた、わざと振った」などの肯定的

事態のいずれかの可能性に我々の意識を向かわせる。ただちに行動指令に結びついてしま

う動物の表象と違って、人間の表象の特徴は、「連続的な動作を導くのにふさわしいよう

な表象ではなく、推論において互いに自由に作用し合う表象である」（p302）。この「自

由に作用し合う表象」の代表が、「…でない」「not」「nicht」「ne pas」などの否定辞で

ある。ある文章に否定辞を付加するだけで、我々の視界は一挙に広がる。「A は B である」

という肯定判断が、我々の視線を一つのものに固定するのに対して、否定判断は、我々の

視線をそこから解放し、転換させる。それは、「A は B である」という判断を受容しよう

と待機している「今、ここ」の認識風景を打ち壊し、可能な複数の領域からなる広い視界

に自分を連れ出す。 

このことは、動物の生きるアフォーダンス空間と対比すると、よく分かる。動物は、個

別の知覚が行動指令するので、「一般的な認識」を媒介する必要がなく、実践に無関係な
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「事実の記述」という「遊んでいる表象」をせっせと蓄えたりはしない（p299）。ところ

が、人間の持つ膨大な表象は
．．．．．．．．．．．

、大部分が
．．．．

「遊んでいる
．．．．．

」。眼前の光景は
．．．．．．

、一義的な行動指
．．．．．．．

令を発令せず
．．．．．．

、「中立な事実
．．．．．

」として我々の前に横たわっている
．．．．．．．．．．．．．．．

。もっとも端的な所与で

ある眼前の知覚という表象でさえ、行動を指令しないという意味では「遊んでいる」。し

かし、そのことによって人間は、「今、ここ」の現実を、きわめて多様な可能性のうちの

一つとして捉えることができる。そうであればこそ、中立の事実から何らかの行動の方向
．．．．．．．．．．．．．．．．

を見出すためには
．．．．．．．．

、眼前の現実を
．．．．．．

、多様な可能な文脈の中に置いてみることが必要
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

である。

だからこそ、否定判断によって、「今、ここ」の外部に可能的な視点を移すことが不可欠

なのである。そもそも眼前の「一つの物体」を one of them として理解することは、すでに

一般性に媒介された把握である。それは、眼前の現実を一つの偶然として捉えることであ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

り
．
、それを異なる文脈の中に置いて

．．．．．．．．．．．．．．
みることによって
．．．．．．．．

、眼前の現実が異なる意味を帯びる
．．．．．．．．．．．．．．．

ことを可能にする
．．．．．．．．

。そこに人間の自由の大きな部分があると言えるだろう。いずれにせよ、

つねに「今、ここ」という環境知覚に生きている人間が、視点を外部に移すためには否定

判断が絶対に必要である。否定判断によって我々は、「今、ここ」の空間の外部に視点を

移すのだから、「空間の外部にある時間」の意識に到達するためには、否定判断が不可欠

なのである。 

さて、以上のようなミリカンの考察において、一つ見落とされていることがある。それ

は、線形時間は
．．．．．

、運動を完全に捨象した
．．．．．．．．．．

、座標軸になっ
．．．．．．

てしまう
．．．．

という問題である。線形

時間はたしかに空間の外部にある。列車のダイヤグラムや相対論のミンコフスキー座標な

どから分かるように、時間を直線で表示すれば、時間は座標軸の一つになる。すると運動

は、その座標の中に書き込まれた一本の線、すなわち世界線で表されることになる。我々

はしばしば思い違いをしているが、時計の針の動きは時間の流れを示すものではない。時

計はこの世界の中に存在する運動の一つにすぎないのであり、アリストテレス的な「運動

の数」としての時間は、それ自身は「量」であって流れない。量としての時間、線形時間

が、座標軸になるということは、時間は一種の
．．．．．．

「形式
．．

」あるいは
．．．．

「入れ物
．．．

」のようなもの
．．．．．．

になり
．．．

、中身はなくてもかまわない
．．．．．．．．．．．．

、つまり
．．．

、その中に運動があるかないかは偶然的
．．．．．．．．．．．．．．．．．

なも

のになる。 

ニュートン力学の時間が、このような時間の代表的なものであるが、この時間の大きな

欠点は、どこにも「今」がないことである。我々は、動物のアフォーダンス空間から出発

して、進化した人間においては、空間の外部に出る視点としての線形時間が成立したこと

を見た。しかしながら、自分が空間を移動しているときは、空間と時間は完全に分離せず、

空間の「あそこ」、あるいは次々と視野の中心に開けてくる
．．．．．．．．．．．．．．

「いまだ見えてこない光景
．．．．．．．．．．．

」

など、空間は時間と一体になっていた。また、空間を運動する物体を知覚する場合も、物

体の次々に変る位置は、同時に、時間の過去や未来の位置でもあった。このように見ると、

我々は、「今、ここ」から開けている世界の「時間を生きている」という在り方をしてい

る。このような、一面ではアフォーダンス的な時空を生きながら
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、しかし眼前の世界を多
．．．．．．．．．．

様な可能的文脈において捉えている
．．．．．．．．．．．．．．．．

という点で、我々は、「空間の外部」としての線形時

間の中にも生きている。この二面性が、人間にとっての時間様相であると考えられるので
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ある。 

 

 

４ 人間に固有の時間様相 
 

 以上から以下のことが言えるだろう。 

（1）原始記号の特徴は、記号自身が時空に嵌め込まれており
．．．．．．．．．．．．．．．．

、それらの記号に向き合っ
．．．．．．．．．．．

ている私自身も一緒に時空に嵌め込まれている
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ことにある（それと対照的なのが、絵や写

真などの「記号の記号」（p72）。絵や写真の内部の時空と、絵や写真を手にしている私の

時空とは間が切れている。私は絵や写真に描かれたものと一緒の時空に嵌め込まれていな

い）。これが、「私」と「私に開かれる時空世界」の根源的な個体性である。この個体性

は、我々が文脈自由な高度な言語を駆使するようになった後も、「私」「今」「ここ」と

いう形で、経験の基幹であり続ける。 

（2）知覚
．．

、想起
．．

、予期などはすべて
．．．．．．．．

、記号的経験
．．．．．

である。原始的自然記号から人工的な

文脈自由な記号（人間の言語）まで、レベルの違う記号群が重層的に積み重なる中を生き

ていることが、我々の時間経験の骨格を作っている。空間から線形時間が分離しても、ア

フォーダンス空間の時間との融合から抜け出ることはできない。マクタガートのように、

時間の本性は A 系列なのか B 系列なのかと問うことは、正しい問いの立て方ではない。線

形時間も、過去や未来という時間様相も、ともにアフォーダンス空間からの時間の分離と

いう共通点を持っている。線形時間と時間様相を対立的に考えるべきではない。 

（3）想起や予期は
．．．．．．

、絵や写真がそうであるように
．．．．．．．．．．．．．

、「記号の記号
．．．．．

」である。眼前に開け

る光景とそれを見ている私が、時空に嵌め込まれた記号であるのに対して、想起や予期の

光景は、それと時空的に切れた不連続性を特徴とする。「今、ここ」のアフォーダンス空

間の外部に出ることは、それ自身が記号的な表象作用によるもので、「今
．
、ここ

．．
」の個体

．．．

性を欠いているがゆえに
．．．．．．．．．．．

、想起や予期の
．．．．．．

光景は
．．．

、絵や写真と同様に
．．．．．．．．

、一般性の側に一歩踏
．．．．．．．．．

み出した表象
．．．．．．

である。絵や写真は、それがいつ、どこで、誰の、何のといった情報（キャ

プション）が付加されなければ、一般的な情報にとどまる。美術館にある一枚の絵が、作

者も、制作年代も、描かれた人物名も分からない場合、「男の肖像」といったキャプショ

ンが付いているのがそれである。 

絵や写真は、いつ、どこで、誰を、何をといったキャプションがついて初めて個体情報

を表す記号たりうる。自分のアルバムに張られた写真が何の写真であるかは、通常知って

いるので、キャプションは書かないとしても、記憶がキャプションの代理をしている。こ

こで重要なことは、このキャプションの部分が
．．．．．．．．．．．．

、絵や写真を手にする私
．．．．．．．．．．

、すなわち
．．．．

「今
．
、

ここ
．．

」に嵌め込まれた私
．．．．．．．．

（＝根源的個体性
．．．．．．

）との時空的追跡関係を表現しており
．．．．．．．．．．．．．．．．

、それ自
．．．

身は一般的情報
．．．．．．．

（表象
．．

）でしかない絵や写真を
．．．．．．．．．．

、同時に個体情報たらしめている
．．．．．．．．．．．．．．

。つまり、

書かれざる記憶としてのキャプションによって、絵や写真は「私」の根源的個体性にコミ

ットし、それによって、それ自体は一般的情報である絵や写真が個体情報に変容するので

ある。 
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想起や予期は、時空的に不連続という点で絵や写真と似ているが、違う点もある。それ

は、キャプションが付いていない絵や写真は存在するが
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、キャプションの付いていない想
．．．．．．．．．．．．．．

起や予期は存在しない
．．．．．．．．．．

ことである。想起や予期は、何だか分からない光景や誰とも知れぬ

人の姿が心の中に現れるのではない。「昨夏行った、江ノ島」とか「昨日の A 氏の暗い表

情」のようなキャプションがまず先行して想起が可能になる
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。予期もまた、「1 時間後に、

駅の改札で待ち合わせ」「4 年後のオリンピック開会式」のように、キャプションがなけ

れば不可能である。つまり想起や予期は、最初から「今、ここ」の時空と関連付けられて

おり、それによって個体情報化されている。それに対して、「一匹の犬」「大きな船」の

ように、時空を指定するキャプションなしに対象を「想像する」こともできる。これは想

起や予期ではない。おそらく、想起や予期と「想像」との違いは、個体情報であるか否か

にあるのではないか。「想像」は、私のいる「今、ここ」の時空と一切関係ないままで可

能であり、時空的追跡可能性を持たず、文脈自由な言語の表象性に近い。 

未来については個体指示ができないから、未来は本当は存在しないという見解（たとえ

ば野矢茂樹氏）があるが、未来に関わる本当の個体性というのは、未来に生まれてくる物

体の個体性ではなく、「今
．
、ここ

．．
」にいる私という根源的個体性が

．．．．．．．．．．．．．．
、未来の時空の特定の

．．．．．．．．．

位置領域への関係付けを可能にする
．．．．．．．．．．．．．．．．

という点が重要ではないのだろうか。つまり、個体性
．．．

とは
．．

、「何かあるものが
．．．．．．．

、今ここにいる私と時空的関係にあること
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

」と定義される
．．．．．．

ことに

なる。 

（4）このように考えると、過去や未来の微妙な存在性格に光を当てることができる。た

とえば、想起と予期には非対称性がある。まず、未来を考えてみると、未来には、時間を

特定する未来もあれば、そうでない未来もある。「1 時間後に、駅の改札で待ち合わせ」

「4 年後のオリンピック開会式」のような場合は、線形時間によって未来の時空の位置指

定が行われている。しかし、「いつかするかもしれない、私の結婚」「もし、東京に大地

震が来たら」のように、不特定の未来を予期する場合は、未来の時空の位置指定は行われ

ないので、厳密には個体情報とはいえない。 

それに対して、過去は、不特定の過去を想起するということはない。「いつというわけ

ではないが、……」という不特定の過去キャプションによって、想起を開始することはで

きない。それが可能な絵や写真との違いである。もちろん、「正確な時期は忘れたが、か

なり昔」というような漠然としたキャプションの場合もありうるが、それは想起の時点で

正確に言えないということで、原理的に補正可能である。しかし未来の場合は、「いつ起

きるか分からない」というのは、予期が不備なのではなく、未来そのものに固有の性格と

いえる。 

（5）我々が表象する未来には、線形時間による時空指定が曖昧なのはなぜだろうか。そ

れを考えるためには、「座標軸
．．．

」としての線形時間の
．．．．．．．．．

「見かけの形式性
．．．．．．．

」を検討しなけれ

ばならない。たとえば我々は、過去については、出来事は確定していると考える。この場

合、出来事とはいわゆる「歴史」の対象となる地球上の出来事、つまり、地球で生活する

人間に関わる出来事である。本来ならば、地球が太陽の周りを公転し、ある時刻に一定の

位置に来ることも出来事なのだが、そのような天文学的出来事は、「歴史」には数えられ
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ていない。10
．．

年前とか
．．．．

、西暦何年何月何日という
．．．．．．．．．．．

「日付
．．

」は
．
、歴史の中身ではなく

．．．．．．．．．
、歴史

．．

をそこに書き込む座標軸
．．．．．．．．．．．

、つまり白紙に目盛だけが打たれた
．．．．．．．．．．．．．．．

「形式
．．

」のように考えられて
．．．．．．．．．

いる
．．

。そして
．．．

、地球上の様々な出来事が白紙に書き込まれれば
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、それが
．．．

「形式
．．

」を埋める
．．．．

「内容
．．

」になる。「日付
．．

」や
．
「時点

．．
」の

．
「見かけの

．．．．
自立性
．．．

」こそ
．．

、時間の大いなる秘密
．．．．．．．．．

な

のである。 

実際には、線形時間を形成する
．．．．．．．．．

「日付
．．

」や
．
「時点

．．
」は

．
、実は天文学的出来事なのだが

．．．．．．．．．．．．．
、

それがあたかも出来事ではなく
．．．．．．．．．．．．．．

「形式
．．

」のように機能することが
．．．．．．．．．．．

、未来の
．．．

「地上の人間的
．．．．．．

出来事
．．．

」を自由に表象できる理由
．．．．．．．．．．．

である。未来を考えるとき、我々は「100 年後」や「明

日」のような「時点」を自明なものと考えて疑わない。手帳の予定表やカレンダーのよう

に、書き込みを待っている目盛付きの白紙のような「形式」が、未来に伸びている線形時

間である。これによって、未来は、「形式」は決まっているが、「内容」は決まっていな

いもののように表象される。とはいえ、それには十分な理由もあるのである。というのも、

地球が太陽の周りを公転し、一日の周期で自転することは、少なくとも数十億年以上の由

来があり、これからも同様だと考えられるからである。この天文学的スケールは、人類の

歴史や「私の人生」といったスケールをはるかに凌駕しており、そもそも人間の生活が地

球上に存在するための大前提だからこそ、未来の「内容」に優先する「形式」としての線

形時間は、ごく自然なものとして受容される。アリストテレスが天体の運行を永遠の事柄

と見なしたように、これは未来に対する我々の基本的な態度を形成する枠組みなのである。 

（6）線形時間は、「時間の空間化」（ベルクソン）、「非本来的時間性、水平化された

時間」（ハイデガー）などとして、批判的に論じられることが多いが、「日付
．．

」や
．
「時点

．．
」

の
．
「見かけの自立性

．．．．．．．
」は

．
、原始の自然記号における反復という観点から理解することがで

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

きる
．．

。そもそも、自然記号の反復は、原始の自然記号が「時空に嵌め込まれている」がゆ

えに可能なものであった。空間の「同じ場所」という規定がなければ、そもそも「繰り返

し」ということがなく、「繰り返し」がなければ、「A が B を表象する」という表象関係

が立ち現れることもない。また、一定の場所に住み着いて動き回るのでなければ、「同一

の物体」に繰り返し出合い、それを「同一の物体」と同定することもない。自分の周囲に

知覚されるものが、すべて記号になり、自分以外のものを表象（表現）することが、幾何

学的空間や線形時間を生み出すのである。 

自分の机を見ながらゆっくり周囲を回れば、机の見える姿は徐々に、しかも一定の規則

的な仕方で変化する。パースペクティブ全体が移動することによって、知覚される光景が

記号としての表現力を持つようになる。そして、「今ここ
．．．

」のどのパースペクティブもそ
．．．．．．．．．．．．．

れ自身が記号になって
．．．．．．．．．．

、その外部を無限に表現し続ける
．．．．．．．．．．．．．．

。つまり、根源的表象としての時

間・空間融合体は、ある限界に閉じ込められるということがない。「空間の果て」や「時

間の始まり」を考えることが矛盾をきたすのは、「今ここ」のパースペクティブが、それ

自身が記号になって、つねに「その向こう」という遠方を無限に指示し続けるからである。

線形時間は、このように記号が無限にその外部を指示し続けるところに成立する。線形時

間におけるある特定の位置、すなわち「時点
．．

」は
．
、つねにその先の

．．．．．．．
「別の

．．
時点
．．

」を指示し
．．．．

続ける
．．．

。というのも
．．．．．

、その
．．

「時点
．．

」自身が記号だからである
．．．．．．．．．．．

。これが
．．．

、「日付
．．

」や
．
「時点

．．
」
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に
．
「見かけの自立性

．．．．．．．
」を与え

．．．
、時間や空間を

．．．．．．
「内容

．．
」に先立つ

．．．．
「形式

．．
」たらしめる理由

．．．．．．．
で

ある。線形時間とは、我々にとっての自然そのものが底の底まで記号化されていることの、

別の表現なのである。 

 

Tsuneichiro UEMURA 
Tense and Existence 
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フロネーシスからソフィアへ 
―初期ハイデガーのアリストテレス解釈の帰趨― 

 

齋藤 元紀（法政大学） 

 

 

序 
 

本稿の狙いは、初期ハイデガーのアリストテレス解釈を再検討し、フロネーシスに対す

るソフィアの優位を明らかにするとともに、以後ハイデガーが展開してゆく「哲学」の核

心的含意を解明することにある。 

1960 年代に始まったいわゆる「実践哲学の復権」運動は、ハイデガー哲学をめぐる解釈

状況にとっても大きな転換点をなすものであった。この運動は、周知のように、リッター

やリーデルを嚆矢として、あらためて学問と倫理、政治との関係を問い直そうとするもの

であったが、その背景には、第二次世界大戦後、特にフランクフルト学派を中心として、

ハイデガー存在論の没倫理性、没政治性に対する反省的意識が存在していた 1。ところが

1980 年代以降になると、この運動は、ハイデガー哲学それ自体を実践哲学として読みなお

す新たな解釈傾向を生み出すことになる2。そこで注目を集めたのは、そもそもこの運動の

牽引役となったアリストテレスの実践哲学との関係であった。 

ほぼ同時期のハイデガーのアリストテレス解釈の公刊もまた、それに拍車をかけるもの

であった。1989 年には 1922 年に著された「アリストテレスの現象学的解釈（解釈学的状

況の告示）」（以下「ナトルプ報告」と略記）が、また 1992 年には 1924/25 年冬学期講義

『プラトン『ソフィスト』』（以下『ソフィスト』講義と略記）がそれぞれ公にされてい

る。初期ハイデガーのアリストテレス解釈の姿を詳らかに伝えるこれらの草稿と講義には、

『ニコマコス倫理学』に定位した記述が数多く見出される。眼前存在者に対する道具的存

在者の優位、客観的認識に対する配慮的態度の優位など、『存在と時間』の着想を先取り

するようなその記述には、明らかにアリストテレスの実践哲学からの影響を見てとること

ができる。ガダマーやアレントは、まさにこうした初期ハイデガーの洞察を引き継ぎ、そ

れぞれに独自の《実践哲学》を打ち立てていったのであった3。こうした実践哲学の復権運

                                                        
1 Vgl. J. Habermas, Zur Veröffentlichung von Vorlesungen aus dem Jahre 1935 (Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, Juli 25, 1953), in: Philosophisch-politische Profile, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. 1971; T. W. Adorno, 
Jargon der Eigentlichkeit. Zur deutschen Ideologie , Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. 1964; T. W. Adorno, Negative 
Dialektik, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. 1966. 

2 この解釈傾向は、当初ハイデガーの没政治性、没倫理性に対してどちらかと言えば批判的であっ

た。Vgl. A. Gethmann-Siefert, O. Pöggeler, Heidegger und die praktische Philosophie, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 
am Main, 1988. 

3 ハイデガーは 1924 年マールブルク大学の夏学期講義『アリストテレス哲学の根本諸概念』におい

て、アリストテレス『弁論術』解釈をつうじて「ポリス」の問題を扱ったが、アレントとガダマー

はこの講義を聴講していた。やがて「現実的な経験の理論」として「哲学的解釈学」を打ち出した

ガダマー、「活動」に着目して「政治哲学」を考察したアレント、この両者は「実践哲学の復権」
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動を踏まえた解釈傾向のもと、現在では、ハイデガー哲学の核心的洞察を《理論知から実

践知へ》という図式によって捉える見解が、一定の共通了解として確立されているように

思われる4。 

しかしながら、「ナトルプ報告」や『ソフィスト』講義をはじめ、現在までに陸続と刊

行されてきた初期講義や『存在と時間』周辺の講義を詳細に検討するなら、この図式が十

分に通用しない場面に少なからず出くわすことになる。確かにハイデガーが既存の客観的

認識や理論知にフロネーシスを対置させ、伝統的存在論に対する批判を展開したことは疑

いえない。とはいえそれは、理論知に対して実践知を優位に置いたり、また理論知を実践

知へと変換したりするような、単純な批判ではありえない5。形而上学の超克を唱え、最終

的には哲学の名称さえ拒否する後期の姿勢とは異なり、この時期のハイデガーは、アリス

トテレスに加えて、プラトンやカントの洞察をも導入しつつ、新たな「形而上学」の確立

をめざしていた。そうした前期の展開を踏まえるなら、フロネーシスに対して、学問の学

問としてのソフィア、またその最高度の理論的段階であるヌースの優位に置くアリストテ

レスの知の序列は、放棄されるどころか、むしろそのままに生かされていることがわかる。

これは従来の解釈に対して《実践知から理論知へ
．．．．．．．．．

》ないし
．．．

《フロネーシスからソフィアへ
．．．．．．．．．．．．．

》

という図式によって表現できるだろう。 

もちろんそうは言っても、ハイデガーはフロネーシスの破棄や、また伝統的な意味での

理性や悟性としてのソフィアの保持を第一次的な目的としていたわけではない。むしろハ

イデガーの真の狙いは、伝統的な理論知に対する批判を経由して
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、フロネーシスをはじめ
．．．．．．．．．．

、

ソフィアやヌースなどといった高次の理論知を
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、世界
．．

‐
．
内
．
‐
．
存在の
．．．

構造全体をつうじて新
．．．．．．．．．．

たに活性化する
．．．．．．．

ことにあった。そこで課題となったのは、一切の知が知として生成する、

その原初的な場面において存在との根源的な関係性を見定めることであり、またその関係

性を核心に据えた包括的な哲学的学問の構築であった。ところが、この哲学的学問の構築

のためには、具体的な配慮としてのフロネーシスの純度を引き上げるだけでは、不十分と

                                                                                                                                                                   
運動におけるハイデガーをめぐるもう一つの機軸を形成していると言える。アリストテレスをめぐ

るアレントとハイデガーの関係、またガダマーとハイデガーとの関係については、以下参照。Cf. J. 
Taminiaux, Arendt, disciple de Heidegger?, in: Études Phénoménologiques, Vol. 2, 1985, pp. 111-136; J. Taminiaux, 
Heidegger et Arendt lectures d’Aristote, in: Les Cahiers de Philosophie, Vol. 4, 1987, pp. 41-52; D. R. Villa, Arendt 
and Heidegger: The fate of the political, Princeton University Press, New Jersey 1996; vgl. T. Gutschker, Aristotelische 
Diskurse. Aristoteles in der politischen Philosophie des 20. Jahrhunderts, Verlag J. B. Metzler, Stuttgart und Weimar 
2002; J. Stolzenberg, Hermeneutik der praktischen Vernunft. Hans-Georg Gadamer interpretiert Martin 
Heideggers Aristoteles-Interpretation, in: G. Figal und H.-H. Gander (hrsg.), „Dimensionen des 
Hermeneutischen“ Heidegger und Gadamer (Martin-Heidegger-Gesellschaft Bd. 7), Vittorio Klostermann, Frankfurt a. M. 
2005, S. 133-152; H. Vetter, Philosophische Hermeneutik. Unterwegs zu Heidegger und Gadamer (Die Reihe der 
Österreichischen Gesellschaft für Phänomenologie, Bd. 13) , Peter Lang Verlag, Frankfurt a. M. 2007. 

4 こうした見解に立つ解釈としては、以下を参照。Cf. R. Bernasconi, The fate of the distinction between 
Praxis and Poiesis, in: Heidegger Studies, Vol. 2, 1986, pp. 111-139; J. Taminiaux, Poiesis and Praxis in 
fundamental ontology, in: Research in Phenomenology , Vol. 17, 1987, pp. 137-169; F. Volpi, Dasein comme praxis: 
L’assimilation et la radicalisation heideggérienne de la philosophie pratique d’Aristote, in: Heidegger et l’idée de la 
phénoménologie, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1988, pp.1-41; F. Volpi, Being and Time: A 
“Translation” of the Nicomachean Ethics? in: T. Kisiel, J. v. Buren (ed.), Reading Heidegger from the start: essays in 
his earliest thought , State University of New York Press, Albany N. Y. 1994, pp. 195-211. 

5 近年のハイデガーと実践哲学の関係をめぐる解釈は、こうした従来の単純な対立図式を乗り越え

る立場を打ち出しつつある。Cf. F. Raffoul and D. Pettigrew, Introduction, in: F. Raffoul and D. Pettigrew 
(ed.), Heidegger and practical philosophy, State University of New York Press, Albany N. Y. 2002, xiv. 
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なる。そこでハイデガーが試みたのは、ソフィアをあらゆる配慮とフロネーシスから脱却
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

させ
．．

、《純粋な知のための知
．．．．．．．．．

》としての自足した身分を与え返す
．．．．．．．．．．．．．．．

ことであった。それによ

っ て ソ フ ィ ア は 、 現 存 在 ば か り で な く 、 あ ら ゆ る 存 在 者 の 存 在 、 す な わ ち

全体としての存在者
ピ ュ シ ス

にまで及ぶ眼差しを手に入れることになる。そしてこうしたソフィア

こそ、フロネーシスや単なる理論知の水準にとどまる諸学問とも異なり、純理論的かつ純

存在論的な最高度の学問として、「形而上学」を自任できるものとなるのである。 

もっとも、このようにフロネーシスの脱却を伴うかぎりで、ソフィアは、おのずと実践

的・倫理的次元の脱却という問題を孕まざるをえないものとなる。もっともそれは、単純

にフロネーシスとソフィアの対立といった図式に還元できるものではなく、ソフィアとピ

ュシスの連関の背後に、なお検討すべき問題が潜んでいたことを示している。結論を先取

りして言うなら、それは哲学の本性に潜む
．．．．．．．．

「忘却
．．

」の問題
．．．

に他ならない。しかし、まさに

この忘却によってはじめて、哲学をはじめとするすべての知の営みは、常に新たに開始す

ることができるのである。 

本稿では、こうした見通しのもと、初期ハイデガーのアリストテレス解釈におけるフロ

ネーシスとソフィアの緊張関係に焦点をあてて論じることにする。まず、初期ハイデガー

アリストテレス解釈の狙いを明らかにする（Ⅰ）。次にその解釈の構図を、フロネーシス

からソフィアへの移行として読み解く（Ⅱ）。そのうえで、ソフィアとピュシスとの連関

を考察する（Ⅲ）。そして最後に、忘却との関係において、初期以降に展開してゆく「哲

学」の含意を明らかにする（Ⅳ）。 

 

 

Ⅰ 初期ハイデガーのアリストテレス解釈の構図 
 

初期ハイデガーにとってアリストテレスは、たんに解釈の対象であるにとどまらず、自

らの存在論の形成にあたって極めて重要な牽引役を果たしていた。周知のとおり、『存在

と時間』へいたる道の出発点となったのは、1907 年に接したブレンターノのアリストテレ

スについての学位論文であったが、本格的にアリストテレスが取り上げられるようになっ

たのは、1920 年代に入ってからのことである6。なかでも「ナトルプ報告」は、当時ちょう

ど開始されたばかりのアリストテレス解釈の方針を示しているとともに、やがて『存在と

時間』へと結晶する独自の存在論構想についての見通しをも与えるものとなっている。そ

こでまずこの「ナトルプ報告」に即して、初期ハイデガーのアリストテレス解釈の狙いを

際立たせることにしよう。 

                                                        
6 M. Heidegger, Mein Weg in die Phänomenologie, in: Zur Sache des Denkens, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 

1969, S. 81. ハイデガーは、1921 年にはフライブルク大学で初級者向けの夏学期演習において『霊

魂論』を取り上げ、1921/22 年冬学期講義では『アリストテレスの現象学的解釈』を、さらに 1922
年夏学期講義では『アリストテレスの存在論と論理学にかんする精選論文についての現象学的解

釈』（以下『精選論文の現象学的解釈』と略記）を行っている。この講義が、実質的なアリストテ

レス解釈の開始点となっている。「ナトルプ報告」はこの講義の直前の秋に、三週間で仕上げられ

たという。 
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「ナトルプ報告」は、「解釈学的状況の告示」、「第一部」、「第二部」の三部分によ

って構成されている。まず「解釈学的状況の告示」では、それ以前にハイデガーが取り組

んでいた「後期スコラ学と初期ルター神学」の探求を背景としつつ、「事実性の問題の着

手点と提示」の視座に立ったアリストテレス解釈の大まかな全体像が描かれ、続く「第一

部」と「第二部」でその具体的概要が論じられている。分量から言えば、全体をつうじて、

圧倒的に『ニコマコス倫理学』第六巻解釈の占める比重が大きい。「第一部」でも『形而

上学』や『自然学』の解釈に比して『ニコマコス倫理学』第六巻解釈が全体の半分以上を

占めており、「第二部」においても、再度解釈の対象として取りあげられるのは『ニコマ

コス倫理学』だけである。 

しかし、その論述内容に眼を向けてみると、「ナトルプ報告」は必ずしも『ニコマコス

倫理学』だけに考察の中心を置いているわけではないことがわかる。確かに「解釈学的状

況の告示」では、「第一部」の解釈の主題は「人間存在、すなわち《生のうちにある存在》

は、どのような存在性格をもったどのような対象性として経験され解釈されているか」に

見定められている（GA62, 372）。この考察の中心となるのが、『ニコマコス倫理学』第六

巻である（GA62, 375）。しかしさらにハイデガーは、人間の存在構造を解明する場合の「ロ

ゴス」や「概念」や「カテゴリー」などの「研究様式」の解明、またそうした研究様式が

取り出される「現象的地盤」の解明をも、考察の射程に収めている（GA62, 374）。つまり、

人間の存在構造の解明ばかりでなく、その「存在論的な諸構造はどのようにして生じてく

るのか」という知の発生の問題（GA62, 374）、なかでも学問的な知の発生過程とその源泉
．．．．．．．．．．．．．．．

の解明が
．．．．

、ここでのアリストテレス解釈の問題となっている
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

のである。そこで解釈の主題

的対象となるのが、『形而上学』と『自然学』である。「原因（aἴtion）」と「アルケー

（ἀrχή）」を探求する「研究と研究の遂行」の意味は、諸学問の学問たる『形而上学』か

ら取り出されねばならない（GA62, 374）。ところが、形而上学をはじめ、一般に学問的研

究と称されるものは、狭く人間の生にとどまらず、さまざまな自然的存在者を対象として

いる。そこで、アリストテレスがこうした自然的存在者一般を「動くもの」として捉えた

『自然学』から、「その完全な現象」を取り出すことが求められるのである（GA62, 374）。 

もっとも、アリストテレスにとって、これはありえない解釈である。というのも、『形

而上学』第六巻で述べられているように、アリストテレスは、存在を探求する「第一哲学」

を、「数学」や「自然学」と重なるものではなく、永遠不動の実体としての神の探求、す

なわち「神学」と重なるものとみなしているからである7。しかし、後の 1926 年夏学期講

義『古代哲学の根本諸概念』において述べられているように、ハイデガーにとって、まさ

にこの「第一哲学」と「神学」の二重性こそが『形而上学』の決定的な問題であった（GA22, 

206）8。実のところ、この二重性の問題は、明確に定式化されてはいないものの、「ナト

ルプ報告」においてもすでに意識されていたと言うことができる。というのも、「第一部」

の『形而上学』解釈は、「存在者をそれ自身に即して、可能な限り規定する」ための「ア

                                                        
7 Aristoteles, Metaphysica, 1026a18-32. 
8 主に『存在と時間』の体系構想をめぐってこの形而上学の二重性の問題を考察したものとして、

以下を参照。細川亮一『ハイデガー哲学の射程』創文社、2000 年、5-15 頁。 
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ルケー」探究を課題としているが、そこで実質的に問題視されているのは、「神的なもの

（θεῖον）」の身分だからである（GA62, 387ff.）。この点を考慮するとき、『形而上学』

と『自然学』を解釈の主題とする「ナトルプ報告」の狙いもまた明瞭になる。つまりハイ

デガーは、「第一哲学」としての『形而上学』を、「神学」ではなく、『自然学』へと接

続しなおし、神から自然的存在者へと探究の方向を転換することによって、『形而上学』

の二重性の問題の解決を図ろうとしているのである。『自然学』のうちに「アリストテレ

ス存在論に固有の動機の源泉」が潜んでいるとハイデガーが殊更に強調しているのも、こ

うした『形而上学』に対する『自然学』の重要性を指摘したものだと言えよう（GA62, 374f.）。

また、こうした『形而上学』と『自然学』の接続の重要性を考えれば、いったん「第一部」

で『ニコマコス倫理学』、『形而上学』、『自然学』の解釈を終えておきながら、あらた

めて「第二部」で『形而上学』や『ニコマコス倫理学』、さらに『霊魂論』や『動物霊魂

論』の解釈を行うという、一見錯綜した「ナトルプ報告」の構成も、一貫したものとして

見えてくる。つまり、「第一部」で示された『ニコマコス倫理学』における人間存在の構

造は、『形而上学』と『自然学』の接続を契機として、「第二部」で「自然的存在者」の

観点から、もう一度構築されなおすものとして考えられているのである（GA62, 397f.）。 

このように見てくれば、『ニコマコス倫理学』と『自然学』を接続するハイデガー独自

の解釈の決定的な要諦は、『形而上学』における存在者に対する学問的研究様式の問題に

極まることになる。つまり「ナトルプ報告
．．．．．．

」の解釈の狙いは
．．．．．．．

、『ニコマコス倫理学
．．．．．．．．

』にお
．．

ける人間の存在構造の解明をつうじて
．．．．．．．．．．．．．．．．．

、『形而上学
．．．．

』から学問的な研究様式の発生過程を
．．．．．．．．．．．．．．．．

解明し
．．．

、さらにそれを
．．．．．．

『自然学
．．．

』における自然的存在者一般という源泉へと差し戻すこと
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

にある
．．．

と言えよう9。 

「ナトルプ報告」以後の演習や講義でも、ハイデガーは『ニコマコス倫理学』、『形而

上学』、『自然学』を繰り返し考察の俎上に載せている。もっとも、『形而上学』は、必

ずしも主題的に取りあげられているわけではない10。しかし、そこに中期以後の形而上学

                                                        
9 このように見てくるなら、「ナトルプ報告」の考察の核心は、『ニコマコス倫理学』よりも、む

しろ『形而上学』と『自然学』にあると言わねばならない。ガダマーが的確に語っているように、

「若きハイデガーは、当時は実践哲学のアクチュアリテートよりも、それがアリストテレスの存在

論、つまり『形而上学』にとってもつ意義に取り組んでいた」のである。また『形而上学』解釈を

主導する『自然学』の位置づけからすれば、「『ニコマコス倫理学』の第六巻は…本来のところむ

しろアリストテレスの『自然学』の序論として登場している」、それどころか「ハイデガーにとっ

て、アリストテレスの思考の真の中心を形作っているのは『自然学』である」とさえ言えるのであ

る。Vgl. H.-G. Gadamer, Heideggers »theologische« Jugendschrift, in: Dilthey-Jahrbuch, Bd. 6, 1989, S. 231, 233. 
10 1922/23 年冬学期ゼミナールでは『自然学』が、1923 年夏学期「初級者向けの現象学演習」では

『ニコマコス倫理学』が取りあげられている。マールブルク大学に移ってからも引き続きアリスト

テレス解釈は行われ、1923/24 年冬学期には「上級者向けの現象学演習」で『自然学』が取り上げ

られている。さらに、この頃に仕上げられた原稿をもとに、1924 年にはカント協会で『ニコマコス

倫理学』について講演が行われ、同年の『アリストテレス哲学の根本諸概念』講義では、『弁論術』

と『自然学』解釈を中心に『政治学』、『形而上学』、『動物部分論』が考察されている。題名に

反して、全体の約三分の一にわたってアリストテレス解釈を展開している『ソフィスト』講義では、

『ニコマコス倫理学』を中心に『形而上学』や『自然学』への言及が行われている。なお、演習の

題目には未確定のものも含まれている。一連の講義と演習の題目については、以下参照。Vgl. C. 
Bremmers, Chronologisches Verzeichnis der Werke Heideggers, in: Heidegger-Jahrbuch 1. Heidegger und die Anfänge 
seines Denkens, Verlag Karl Alber, Freiburg / München 2004, S. 473-478. 
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批判を見てとるのは早計である。実際、最初期のハイデガーは、形而上学に対する一貫し

た志向を有していた。修学時代においてすでに、朧げながらも「形而上学的衝動」の意義

が語られており、また後の『存在と時間』の冒頭でも、批判的ながら「形而上学の復権」

についての言及が見出せる。『古代哲学の根本諸概念』では、『形而上学』は「学問とし

ての学問」、「学問的哲学」の身分を問うものであり、「事象的な主題にかんして言えば、

これは存在者の背後のもの、あるいは存在者を超えているものを論じている著作群」だと

言われている（GA1, 415, 405f.; SZ, 2; GA22, 205f.）。さらに、1920 年代後半になると、現存

在の「有限性」に定位した独自の「現存在の形而上学」構想が打ち出されるにいたる（GA3, 

230）。そこでは、プラトンの善のイデアやカントの超越論哲学の着想が積極的に導入され

ているが、やはり根本的な問題意識は、アリストテレスの『形而上学』に向けられている。

アリストテレスの『形而上学』こそ、プラトンを突き動かしていた「動機」を受け止めな

がらも、それを超えて存在論の理念を転倒する「全面的な革命」を敢行した書物なのであ

り、その影響が、カントの「一般形而上学」の問いにも及んでいる（GA22, 284, 288; GA3, 220, 

225, 220f., 230）。こうした意味で、「現存在の形而上学」構想の源泉は、アリストテレス

の『形而上学』の再解釈にその根を持つものだと言えるだろう11。アリストテレスを中心

とするこうした前期の形而上学的志向に対する自己批判こそが、いわゆる「転回」を含め

た、中期以後の形而上学批判の一端を形づくっているものなのである12。 
                                                        
11 「ナトルプ報告」の「第二部」の議論を踏まえるとき、『存在と時間』の真理論をはじめとして、

開示性、超越論的地平としての時間性、そして「現存在の形而上学」へとつながるハイデガーの一

連の超越論的次元をめぐる考察のうちに、アリストテレスの『霊魂論』の議論が反映されているの

は極めて興味深い。真理論、開示性、時間性と『霊魂論』との関連については、細川亮一『ハイデ

ガー哲学の射程』第三章第七節、第八節参照。とくに時間性および構想力と『霊魂論』との関連に

ついては、以下拙論を参照。「構想力の解体  ―ハイデガーのカント解釈の射程」実存思想協会

編『実存思想論集』XVIII（第二期第十号）、理想社、2003 年 9 月、81-96 頁。また同じ問題系のな

かで「超越論的仮象」の問題を指摘した重要な論考として、以下を参照。秋富克哉「深淵としての

構想力」『ハイデッガー『存在と時間』の現在 ―刊行 80 周年記念論集』南窓社、2007 年、132-152
頁。また、第二回ハイデガー・フォーラムでの坂下浩二氏の発表「なぜ若きハイデガーは『動物運

動論』を「広範な基盤」として『魂について』と『ニコマコス倫理学』を解釈する計画を『ナトル

プ報告』で立てたのか」は、その題名どおり、『動物運動論』の「広範な基盤」の重要性を明らか

にしており、極めて興味深い。そこで坂下氏は、「フロネーシス」の根底に「オレクシス」を見て

とるとともに、これを自然的存在者とも共通する人間存在の本性に近い、根本的なものであると指

摘している。この指摘を踏まえるなら、『動物部分論』の「広範な基盤」は、超越論的地平の一端

を形づくっているものとして考えられるだろう。もっとも、超越論的次元そのものは必ずしも「オ

レクシス」の概念だけでは回収しえないものにも思われる。というのも、とくにこの前期の形而上

学期のハイデガーの超越論的考察は、一方で『形而上学の根本諸概念』講義に見られるように、動

物という自然的存在者と人間とのあいだの同一性と差異を探りながらも、他方で『カントと形而上

学の問題』に見られるように、人間固有の了解の超越論的限界を探ろうともしているからである。

つまりハイデガーは、自然的存在者との境界線上で、ヌースとオレクシスの両者を包括する人間的

現存在の有限性を明らかにすると同時に、その両者を根底から転倒する「深淵」ないし「脱根拠」

を超越論的地平の裏面ないし彼方に見てとろうとしていると考えられるのである。本稿の考察は、

こうした後の「脱根拠」の由来を、初期における自然の位置づけのうちに見出す点に主眼を置いて

いる。 
12 のちの『哲学への寄与』では、プラトニズムの転倒を目指したニーチェを媒介としながら、プラ

トンのイデア論のもつ「超越」の発想が、繰り返し批判の対象として言及されている（GA65, 216-219, 
222, 322）。その意味ではアリストテレスは、プラトンが準備した「第一の原初（der erste Anfang）」

と対決し、それを確定した者である（GA65, 232）。しかしハイデガーは、こうしたアリストテレ

スにおける伝統的形而上学という「主導的問い（die Leitfrage）」を続行するのではなく、それとは
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こうした『形而上学』に対する一貫した志向とその内実に眼を向けるなら、「ナトルプ

報告」における『形而上学』解釈の狙いもまた明瞭になる。ここでハイデガーは、アリス

トテレスに反して「第一哲学」を「神学」から「自然学」へと接続しなおし、そこで新た

な哲学的学問の確立を試みている。しかしそのためには、後の「有限性」をめぐる形而上

学構想からも推察されるように、一方では、人間の存在構造の極限的限界において、本来

的な学問的哲学の身分の解明を行うことが必要になる。ところが他方では、「ナトルプ報

告」に即して指摘したように、その学問的哲学の身分は、自然的存在者の側からも捉えな

おされる必要がある。生の存在構造の解明
．．．．．．．．．

、なかでもその極限的な学問的研究の能力と自
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

然的存在者との連関の解明
．．．．．．．．．．．．

、それが
．．．

「ナトルプ報告
．．．．．．

」の狙い
．．．

なのである。 

では次に、こうした『形而上学』の位置づけを中心にして、『ニコマコス倫理学』の諸

能力、とりわけフロネーシスとソフィアの関係を検討することにしよう。 

 

 

Ⅱ フロネーシスからソフィアへ 
 

「ナトルプ報告」での『ニコマコス倫理学』第六巻の解釈は、事実的生の「存在開示」

の遂行様式としての「テクネー（技術知）、エピステーメー（学問知）、フロネーシス（実

践知）、ソフィア（哲学知）、ヌース（直観知）」という五つの知の能力の序列を問題と

している（GA62, 377）。ハイデガーは、これらの諸能力が古代ギリシアでは「被制作存在

（Hergestelltsein）」のもとで理解されていたとみなす（GA62, 373f.）。この表現によって

言い当てられているのは、諸能力のなかでも「ポイエーシス（制作）」を導く「テクネー」

をもっぱら特権的な位置に置く、いわゆる制作優位の存在了解である。ハイデガーによれ

ば、いかなる存在者も制作の対象として、つまりいつでも意のままに使用可能であり、し

かもそれ自体としてみれば完成済みの対象として捉える古代の存在了解こそ、現代にいた

るまでの西洋の哲学史を一貫して支配してきた知のあり方なのである。アリストテレスが

これら諸能力の最上位に立つ「ヌース」でさえ「制作」の観点から理解しているのも、そ

のためである13。 

それに対してハイデガーは、こうしたテクネー優位の序列を逆転し、ヌースの「具体的

な遂行様式」という発生論的観点から、諸能力の再編を試みる。ヌースの「本来的な存在

                                                                                                                                                                   
別様に「原存在（Seyn）」を問う「根本の問い（die Grundfrage）」を展開することを試みる（GA65, 
233）。そこでは、「構想力」や「魂」といった規定もまた、現‐存在の「あいだ」へ向けて捉え

なおされねばならない（GA65, 311-318）。こうした「転回」的思考は、前期の形而上学や超越論を

めぐる問題意識や洞察を単純に否定するものではなく、むしろそうした問題意識や洞察を、存在そ

のものへ向けて決定的に推し進めようとするものだと言えるだろう。その意味では、『哲学への寄

与』執筆直後の 1939 年の「ピュシスの本質と概念について。アリストテレス自然学 B1」（以下「ピ

ュシス論文」と略記）はまさに、「根本の問い」を問う「転回」的思考によって、初期の《形而上

学》的な『自然学』解釈の着想そのものを決定的なかたちで脱構築しようとする、最初の試みであ

ると言ってよい。「形‐而上学（Meta-physik）」は「あるまったく本質的な意味」において「自然

学（Physik）」であり、この「自然学」は「包み隠されており、それゆえけっして十分に思考し抜

かれたことのない、西洋哲学の根本書」なのである（GA9, 241f.）。 
13 Aristotle, De Anima, 430a15. 
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開示の具体的遂行様式」が「ソフィアとフロネーシス」である。両者は「ロゴスをつうじ

て（metὰ lόgou）」、「ありうる限りの喪失（Verlust）に対抗し」、「アルケーを存在開

示にもたらす」事実的生にとって「最高度かつ本来的な」「存在開示の遂行可能性」であ

る（GA62, 376f., 382, 380）。 

一見したところ、ここではソフィアに対してフロネーシスが優位に置かれているように

見える。というのも、フロネーシスは「行為」に着目して、「その存在者自身とその《ど

こから》が別様にありうるような存在者」つまり人間的生を対象とするのに対して、ソフ

ィアは人間的生を対象とするのではなく、「その存在者の《どこから》と存在者それ自身

が、必然的に常にあるがままのものであるような様態のうちに存在する、そうした存在者」

を対象とするからである（GA62, 385f., 382f.）。「憂い」に満ちて、常に別様にありうる存

在者としての人間は、恒常的な存在者ではありえないかぎり、フロネーシスの対象ではあ

っても、けっしてソフィアの対象となることはできない。そう考えるなら、やはりあくま

でもフロネーシスこそが諸能力の中心であるように見える14。 

しかしそれにもかかわらず、ハイデガーはソフィアこそが人間的生の本来的な能力であ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

る
．
と言う。ソフィアは諸能力の中で唯一「本来的」と冠される能力であり、「本来的な、

注 視 的 了 解 （ eigentlich hinsehendes Verstehen ） 」 「 本 来 的 に 眺 め な が ら の 了 解

（eigentlcih-sehendes Verstehen）」と呼ばれている（GA62, 376f.）。この訳語から、ソフィ

アが『存在と時間』で言えば「了解」に当たる概念であることはすぐさま読みとれるだろ

う。問題は、ここでの「本来的」の含意である。 

まず、ソフィアの発生過程から見てゆこう。アリストテレスによれば、ソフィアは「ヌ

ースでもあるエピステーメー」であるが、「諸エピステーメーのうちの最も厳密なもの」

であり、また「テクネーの卓越性（ἀretή）」でもある15。したがって、ソフィアはヌース

から発生する方向と、テクネーやエピステーメーから発生する二つの方向があると言える。

『ソフィスト』講義では、後者の発生の方向について論じている。それによれば、テクネ

                                                        
14 この点は、『ソフィスト』講義においてフロネーシスが「良心（Gewissen）」と呼ばれ、またフ

ロネーシスのテロスである「目的」が「主旨（Worumwillen）」とも呼ばれていること、また『存

在と時間』においても道具的存在者が「プラクシス」と呼ばれ、その有意義性の連関の収束する現

存在の「存在可能（Seinkönnen）」がやはり「主旨」と呼ばれていることによっても確証される（GA19, 
56, 50; SZ, 68, 86f., 123, 143, 193f.）。この点にかんして詳しくは、参照、細川亮一『ハイデガー哲学

の射程』創文社、2000 年、149-154 頁。さらに、「ナトルプ報告」でのフロネーシスをめぐる諸規

定が、『存在と時間』の中心的概念をなす時間性をめぐる諸規定にまで流れ込んでいるという事実

によってもそれは補強できる。「カイロス（kairός）」は、フロネーシスの「瞬‐視（Augen-blick）」

や「《実践的瞬間》」へと展開する（GA62, 383; GA19, 163f.; GA22, 312f.）。またフロネーシスとし

ての実践的行為の性格、あるいは「別様にありうる存在者」としての生の性格を言い当てた「途上

にある存在（Unterwegssein zu, bάdisiς eἰς）」や「あるものへ向かうこと（Zugehen darauf）」とい

った表現は、道具的存在者との配慮的関係における現存在の性格のうちへ引き継がれる（GA62, 375, 
382, 385, 386; SZ, 79）。またフロネーシスの「命令的（epitaktisch）」性格は、パトスの「命令（Direktiv）」
的性格を媒介として、『存在と時間』における「沈黙」の機能へ、そして最終的には「脱自態」へ

と流れつくと考えられる（GA62, 384; GA18, 104, 111; SZ, 157, 165, 328f.）。しかし、これらのフロネ

ーシスから導き出された時間性をめぐる諸概念は、本稿以下で論じるように、ソフィアやヌースを

排除するものではなく、むしろフロネーシスの極限的様態として、ソフィアやヌースの出発点とな

っている。 
15 Aristoteles, Ethica Nicomachea, 1141a18, 1141a12, 1141a17. 
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ーには「自らを手作業から開放して独自にそれ自体でエピステーメーになる傾向」があり、

またテクネーがエピステーメーのうちにある限り、テクネーには「より知恵をもつ者

（soϕώteron）」となる可能性があると述べられている（GA19, 92）16。 

他方でソフィアは、テクネーやエピステーメーだけでなく、フロネーシスさえ含みこむ

「最高度の存在の可能性」とも呼ばれている（GA62, 386; GA19, 56f., 129, 61, 172）。その場

合のソフィアは、さしあたりは、人間的生に固有な運動としてのフロネーシスが、その極

限的な遂行状態において持続している状態だと言えよう。というのも、「アリストテレス

は、事実的生の憂い（Sorgen）という動性を、その究極の傾向へむけて解釈することによ

って、《哲学》の意味を獲得している」からである（GA62, 389）。『形而上学』のなかで

アリストテレスも述べているように、「ソフィア」は「ある種のフロネーシス

（toiαὑth ϕrόnhsiς）」なのである17。ただし、そこに付された鍵括弧からもわかるよう

に、この場合のソフィアは、もはやフロネーシスのように、「別様にありうる存在者や行

為」、「実践的なもの」には携わらない（GA19, 124）。ソフィアは本来、何らかの具体的

に役立つことがらではなく、純粋に知ることだけをめざすものだからである。 

そうした純粋な知としてのソフィアにおいて、ヌースは「生が意のままにする最も純粋

な動性」としての「観想（θεωρία）」を遂行する。それは、「そのつど方向を整え物事を

処理する配慮を放棄し、単に覚知する」とともに、「まさに―終わりに至った運動とし

て―はじめて運動である」ような、究極的に純粋な運動である（GA62, 386, 389）。この

ようしてヌースから発生したソフィアこそ、本来の純粋な知となる。確かにソフィアは、

アルケーそのものを開示することのできない能力ではある。『ソフィスト』講義でも述べ

られているとおり、ソフィアがそこから発生する「エピステーメーはアルケーを開示する

ことはできず、むしろアルケーを前提している」（GA19, 171）18。そのかぎりで「ソフィ

アは、そこでアルケーがアルケーとして主題化されるようなアレーテウエインでもない」

ことになる（GA19, 58）19。しかし他方で、ソフィアが純粋にヌースから発生する場合には、

そこにはもはやエピステーメーの入り込む余地は排除される。ヌースから生成した
．．．．．．．．．

ソフィ
．．．

アにおいて
．．．．．

、周囲の存在者や自己自身
．．．．．．．．．．．

への配慮をもたない
．．．．．．．．．

、純粋な知の本来的遂行が実現
．．．．．．．．．．．．．

する
．．

のである。 

『ソフィスト』講義は、こうしたフロネーシスに対するソフィアの優位を明確に打ち出

している。確かに、個々の人間の存在が問題になる限りは「フロネーシスが最高度の、そ

して決定的な開示である」。しかしながらフロネーシスは「善き生（εὖζῆν）」へいたる

ための「行為」のなかでのみ、現存在に「見通しのよさ」を与える「道しるべ」にすぎな

い。「それに対してソフィアはフロネーシスよりもより優位に立っており、この場合のア

レーテウエインは、固有の、そして本来的な現存在の存在可能性を構成している」。「現

存在自身、つまり人間の最高の善、つまりエウダイモニア」が実現するのは、このソフィ

                                                        
16 この点については、以下を参照。秋富克哉『芸術と技術 ハイデッガーの問い』創文社、2005 年、

33-44 頁。 
17 Aristoteles, Metaphysica, 982b24. 
18 Aristoteles, Ethica Nicomachea, 1140b31-32. 
19 Aristoteles, Ethica Nicomachea, 1141a2-3. 
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アにおいてなのである（GA19, 166, 135, 61; vgl. 124, 613）20。 

こうして見てくるなら、いまやフロネーシスに対するソフィアの優位
．．．．．．．．．．．．．．．．．

は明らかである。

ハイデガーは、ほぼアリストテレスに忠実に、諸能力の頂点にヌースを置き、そのもとに

ソフィアを、さらにその下位にフロネーシスを置いているのである。フロネーシスは
．．．．．．．

、周
．

囲世界に対する実践的配慮である限りは
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、実践
．．

的遂行の運動が純化されない限りは
．．．．．．．．．．．．．．．．

、ソフ
．．

ィアに比してなお非本来的である
．．．．．．．．．．．．．．．

。それに対してテクネーの制作的態度やフロネーシスの
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

実践的配慮を排除し
．．．．．．．．．

、純粋に理論的運動へと純化したソフィアは本来的であり
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、その限り
．．．．

でフロネーシスよりも優位に立つ
．．．．．．．．．．．．．．．

のである。このように見てくるなら、次のガダマーの指

摘は、極めて正鵠を射たものであったと言わねばならない。「この再発見された構想を読

んで、私にとって意外だったのは、このハイデガーの草稿のなかではフロネーシスがそれ

ほど前面に出ておらず、むしろ理論的な生の徳、ソフィアが前面に出ている点であった」21。 

こうしてフロネーシスではなく、ソフィアこそが本来の学問の名に値するものとなる。

『古代哲学の根本諸概念』はそれをはっきり次のように述べている。「ソフィアが最高度

の理解であり本来的な学問である、ということは決まっている。…最高度の学問は実践的

な目的を欠いている。それゆえそれ以外の学問すべては、生きるために実践的により切迫

した、より必要不可欠なものとなる。理解の意味と可能性からすれば、この最高度の学問

以上に高い位置にある学問はない」（GA22, 30f.）。ソフィアこそ、最高度の学問、学問の

学問として、文字通り「哲学」であり、「形而上学」なのである。 

では、この最高度の学問としてのソフィアは、どのようにして自然的存在者とかかわり

あうのだろうか。そこで次にこうした問題点を検討することにしよう。 

 

 

Ⅲ ソフィアとピュシス 
 

ソフィアにおいては、もはや人間の生は問題にならない。ソフィアは「その交渉の向か

う先―生自身もそのなかに存在するのではあるが―のうちに、生自身をもはや見よう

とはしないような交渉」である（GA62, 389）。しかしまさしく自らを顧みないことによっ

て、人間的生は自己自身から解放され、自らを含めたあらゆる存在者を自由に見つめるこ

とができるようになる。ソフィアにおいて人間が「自由」なものとして「完全に自己自身

                                                        
20 ハイデガーはこうしたフロネーシスに対するソフィアの優位を、アリストテレスの健康（ὑγίεια）
と医術（ἰατρική）の区別にならって具体的に説明してもいる。Vgl. Aristoteles, Ethica Nicomachea, 1144a 
3-5. 医術の心得のある病んだ医師は、自らの健康を気遣い、自らの病を医術によって治療する。こ

の場合に医師は、健康になるために医術行為を目標としている。他方、健康な人間は、健康たらん

と目的をもって、わざわざ医術によって自らを気遣うことはしない。というのも、健康な人間のう

ちで、健康は本来の姿で遂行されているからである。この関係は、フロネーシスとソフィアとの関

係と類比的である。フロネーシスはそれ自身とは別の行為に「つまり行為そのものに指示されてい

る」が、それに対してソフィアのテオレインは「目標をもたない。むしろ、それとしては、そのな

かに生きている人間によって、純粋に遂行されるのである」。したがって「テオレインは人間がそ

の最高度の存在様態、つまり、その本来的に精神的な健康存在をもつ、一つの存在様態なのである」

（GA19, 169）。 
21 H-G. Gadamer, Heideggers theologische Jugendschrift, S. 231. 
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に委ねられている」とハイデガーが言うのも、そのためである（GA19, 130）。この状態は

「憂いのない」状態であり、「嫉妬深さ」や「憎むことや愛すること」といった「あらゆ

る感情的な連関」からも「自由」なのである（GA62, 386, 389）22。 

しかしそうした存在様態にとどまり続けることは、現実には不可能である。というのも

「人間が死すべきものである限り…人間にとって、常に存在するもののもとに不断に滞在

すること、つまり常に存在するものへの最終的に適切な態度というものは、否定されてし

まう」からである。エウダイモニアが「人間の事実的具体的実存の存在論的制約」である

とも言われるのも、そのためである（GA19, 171, 179）。したがって、このようなソフィア

の状態は、人間にとってはほとんど遂行不可能な業、いわば《神業》とならざるをえない。

「生は何やら《神的なもの》（das Göttliche）となる」のである（GA62, 386, 389; GA19, 130f.）。

ここでソフィアは、二つの側面をもつものとして捉えるべきであるように思われる。一方

で、この《神的なもの》を、《不動の神》とみなしてしまうなら、ソフィアは再び制作と

してのヌースの支配下に舞い戻ってしまうことになる。それは、「キリスト教的神学」を

はじめとして、「その影響下にある哲学的《思弁》」や「人間学」における人間存在の了

解構造の理解であり、「被制作性」の観点から、「運動がその終わりに至った存在」すな

わち恒常的存在者として人間存在を捉えるものに他ならない（GA62, 389f., 385）。こうし

た制作的ヌースとしての「テオリア」や、その下に立つ「エピステーメー」は、『存在と

時間』で言えば、「頽落」した存在了解として批判される伝統的な「理論」的認識や「諸

学問」一般の立場に当てはまる23。 

しかしソフィアは、「本来的了解」として、もう一つの側面をもっている。ここでソフ

ィアが眼差しているのは、もはや人間を見ようとはしないその最も純粋な動性にふさわし

く、人間を包みこみつつ人間の事実性を超えてたえず動き続けているもの、つまりアリス

トテレスが『自然学』の対象とした「動くもの」としての「自然（ϕύσις）」24―後のハ

イデガーの言い方に倣えば「全体としての存在者」―の純粋な動性なのである。ハイデ

ガーはそれを「動的存在者の理念（die Idee der Bewegtseienden）」とも呼んでいる（GA62, 385, 

                                                        
22 もっとも、このようなハイデガーの言い回しは、ただちに、『存在と時間』における「根本気分」

の重視との不整合性を感じさせるかもしれない。『存在と時間』では、「不安」こそ、現存在に自

己自身を開示する、際立った根本気分とみなされているからである（SZ, 186, 188）。不安において

は、有意義性の連関としての「世界」の崩壊をきっかけとして、全き「自由」と「可能性」に晒さ

れるという「居心地の悪さ」が現存在に立ち現れてくる（SZ, 186, 189）。しかし不安において、周

囲の存在者に対する配慮が消失すると同時に生じるこの「居心地の悪さ」は、現存在の全体存在が

純化されて取り出されるための、最初の契機にすぎない。最終的に、現存在の存在全体性が究極的

に開示される死への先駆的決意性においては、たとえ「居心地の悪さ」がそのものとして維持され

たままであるとはいえ、「不可能性」は「可能性」へと転じ、そこに「自由」が実現する（SZ, 262, 
266）。つまり、不安を問いぬき、不安の気分の底を打つときには、「自由」な状態が実現するの

である。「退屈」といった気分の場合にも、このことは当てはまる。「深い退屈」が極まるなかで、

その退屈を問いぬくことで実現するのも、やはり「自由」な状態である（GA29/30, 248）。こうし

た「自由」こそ、ここで言う「憂い」なき状態、配慮の全面的脱落において生じる感情からの「自

由」な状態を指していると考えられる。注 12 で指摘したようなフロネーシスの系列に連なるパト

スは、こうしした意味でソフィアにおいていわば《その底を打つ》ことになるのである。 
23 この点については、以下拙論を参照。「知の生成と動揺 ―『存在と時間』における学問論」『ハ

イデッガー『存在と時間』の現在 ―刊行 80 周年記念論集』所収、南窓社、2007 年、112-131 頁。  
24 Aristoteles, Physica, 185a12-15. 
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389）。この自然的存在者の純粋な動性は、具体的な目的をもった行為や仕事や研究、愛や

憎しみといった感情、そればかりか、生死などといった人間の具体的な動性ともまったく

関わりがない。それは人間にとって常にすでに眼前に存在し
．．．．．．．．．．．．．．．．．

、それゆえ人間が否応なくそ
．．．．．．．．．．．．

のうちへと
．．．．．

被投され
．．．．

ている
．．．

、生きた不断の運動体としての自然的存在者の純粋な動性その
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

もの
．．

なのある。 

テクネーやエピステーメーやフロネーシスが、具体的な目的のためにピュシスを捉える

のに対して、ソフィアは、眼前に横たわるピュシスの具体相とともに、そのアルケーとし

ての動性を眼差し、そこにとどまろうとする営みに他ならない。こうした意味で「ソフィ

アは、それのためにアルカイがアルカイであるところのものを、すなわち具体的な存在者

を考慮に入れるとともに、同時に、それ自体がもっともアルカイを目指すもの」なのであ

る（GA19, 59）。こうしてソフィアとピュシスとの連関が確保される。「人間の本来的存

在は、恒常的存在者の諸アルケーのもとに、憂いなく暇をもちながら（sχolή）、純粋に

覚知的に滞在することとしての、ソフィアの純粋な遂行において時熟する」（GA62, 386）。

ただし、その「滞在（Verweilen）」は、すでに指摘しておいたように、人間の生の純粋な

運動状態であるかぎり、けっして終結して静止した状態ではない。それはソフィアの持続

的状態、ソフィアの絶えざる反復の状態である。『古代哲学の根本諸概念』において語ら

れているように、「知者（soϕός）」とは「自分にとって大切なもの、自分が《愛する》

―ϕileῖn―ものをただしっかりと掴まえているのではなく、それを探し求め、しかも

不断に（ständig）探し求め続けなければならない」のであり、その営みこそが「ソフィア、

つまり存在者の存在の開示がフィロソフィア」である（GA22, 11）。したがってソフィア
．．．．

とは
．．

、人間的生と自然的存在者双方の動性をその純粋性のうちで共鳴させることによって
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、

自然的存在者をあるがままに開示し続ける
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、知の不断の反復的遂行
．．．．．．．．．．

だと言えるだろう。こ

のソフィアを、もはや『存在と時間』における良心や先駆的決意性としての意味でのフロ

ネーシスと同一視することはできない。言うなればソフィアは
．．．．．

、先駆的決意性における脱
．．．．．．．．．．．

自的瞬間そのものの恒常的反復
．．．．．．．．．．．．．．

なのである。もっとも、当然ながらこうしたソフィアの恒

常的反復が、人間にとってほとんど遂行不可能な業であることに変わりはない。そこで生

は、やはり生とは呼べないものとなるはずなのである。 

こうして、『形而上学』解釈を中心とする視角から、ソフィアとピュシスの連関が明ら

かになった。そこで次に『自然学』解釈の視角から、ピュシスとの連関をあらためて捉え

直してみることにしよう。 

『古代哲学の根本諸概念』講義では、『自然学』は「人間にとって近づきやすいもの」、

「われわれにとってより先なるもの（prόteron prὸς ἡmᾶς）」25を論じるものであり、こ

れは「存在者の存在」を論じる方向、すなわち『形而上学』の考察とは「反対」であると

述べられている（GA22, 206）。つまり、『形而上学』がソフィアという人間の存在構造の

学問的能力の極限的限界から自然的存在者の純粋な動性へと考察を進めるものであったの

に対して、『自然学』は、人間の事実性ないし被投性というもう一方の極限的限界から、

                                                        
25 Aristoteles, Analitica Posteriora, 71b34. 
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あるがままに眼前に存在している自然的存在者の純粋な動性それ自体へと考察を進めるも

のなのである26。したがってこの『自然学』の考察は、前述の「現存在の形而上学」構想

と対をなすものと言ってよい。『存在と時間』の末尾で述べられた「存在者的基礎」、ま

た現存在の事実性の前提としての「自然の事実的眼前存在」、さらに「存在論的問題の転

回」や「メタ存在論」、「形而上学的存在者論」とさまざまに称される 1920 年代末の一連

の「転回（Umschlag）」の試みは、まさにこうした考察を敢行するものであったと言える

だろう（SZ, 436; GA22, 106; GA26, 199, 201）。しかし、これは『存在と時間』以後に初め

て登場した問題設定とは言えない。時間性の観点の導入という点を除けば、その基本的洞

察はすでに初期アリストテレス解釈のうちに胚胎していたと考えられる。というのも、『精

選論文の現象学的解釈』においてすでに「『自然学』は、さらなる存在論的探求がそのう

えに発生する地盤（Boden）である」とも述べられているからである（GA62, 119）。では

『自然学』から生まれる独自の探求の知とは、どのようなものなのだろうか。 

ここでもやはりフロネーシスによる探求は否定される。「ナトルプ報告」において述べ

られているように、「事実的生の配慮的交渉の視野のうちでは、存在者の《どこから》は

そのものとして隠されている」からである（GA62, 391）。フロネーシスやエピステーメー、

またエピステーメーとしてのソフィアのように、すでに眼前に存在する自然的存在者を前

提する探求では、そのアルケーにたどり着くことはできない。そこでハイデガーが導入す

るのは、独自の意味をもった「批判（Kritik）」ないし「帰納（ἐπαγωνή）」という方法

である（GA62, 118, 131f., 330, 324, 381, 391）。 

ハイデガーは、「批判」の方法の意味を、『自然学』第一巻でのエレア学派やパルメニ

デスに対するアリストテレスの「批判」に求めている。自然研究の着手にあたって、アリ

ストテレスは、先行の自然研究をあらかじめ「批判」しておく必要があった。それは《歴

史的解釈学》とも言うべき批判的作業である。この《歴史的解釈学》の批判のもと、自然

的存在者に対して遂行される具体的解釈が「帰納」と呼ばれる。歴史と自然の事実性を射

程に収めるこの解釈学的「批判」ないし「帰納」は、ハイデガー自身の《歴史的》アリス

トテレス解釈にとっても、根本的な方法論的態度をなすものと言ってよい。ここでは、紙

幅の都合上、批判や帰納の具体的解釈の内実には立ち入らずに、もっぱらそれらにおける

知の構造に焦点をあてて考察することにしよう。 
                                                        
26 『精選論文の現象学的解釈』でも、ソフィアの対象である「神的なもの」は「ピュシス」や「運

動」から捉えられるべきだと述べられている。「神的なものの概念は、アリストテレスにとっては

純粋にピュシスから、あるいはピュシスの根本規定から、つまりキネーシスから発生してきている

…それゆえ、キネーシス現象にもとづいてはじめて、神的なものの概念は完全なかたちで理解され

る」（GA62, 100）。そこでハイデガーは、アリストテレスが「不動（ἀκίνητον）」と表現する「円

運動」を、究極の運動の目指す先、すなわちアルケーが「変わらない（unveränderlich）」ことであ

ると翻訳している（GA62, 102）。つまり不動の動者は《動かない》のではなく、動いてゆくその

先が変わらず同一であるがゆえに、《変わることなき》円運動を行っているのである。ハイデガー

それを『形而上学』第 12 巻第 9 章の有名な神の定義に重ねながら、次のように説明している。「テ

オレインの対象性格を満たすのは、ひとえに、それ自身に即して純粋に自己自身のうえに身を置い

ている存在者（運動）（das Seiende (Bewegung) was an ihm selbst rein auf sich selbst gestellt ist）のみで

ある。しかしそれがテオリアであり、ノエシスそれ自身なのである。したがって、テオリアのエネ

ルゲイアが神的なものの存在意味であり、ノエーシス・ノエーセオース・ノエーシスである〔その

思考は思考の思考である〕」（GA62, 109）。 



フロネーシスからソフィアへ（齋藤元紀） 
ⓒ Heidegger-Forum vol.2 2008  

 

 71 

ハイデガーは、アリストテレスによる自然的存在者の探求の出発点を、現在と過去にま

たがる「事柄そのもの」への着目のうちに見ている。「事柄そのもの」の「《現‐存にお

ける》、かつての既‐在（《im Da-sein》, damaligen Da-gewesensein））」という二つの側面

を結び合わせ、それを「語る」ことによって、自然的存在者のアルケー探求は開始される

（GA62, 119）。もっとも、自然的存在者について語られてきた従来の諸概念は、おのずと

現在と過去の間で、伝統的な意味の隠蔽と忘却を被っている。アルケーの探求は、そうし

た伝統における意味の隠蔽と忘却に対する「批判」をつうじて行われねばならない。それ

によって、その概念本来の「由来」から、「諸概念がこれから存在することになるような

もの、そうしたものを存在させるもの」、いわば《将来の事柄》が言語化されるのである

（GA62, 118）。 

したがって、自然的存在者の探求のための「批判」は、現時点での既成の解釈に依拠し

て行われるのではない。それは、現在と過去の間の歴史に共通する「事柄」のなかから、

批判的にアルケーを取り出すものでなければならない。こうした批判の作業は「そのなか

で、具体的な探求がその自己意識存在（被解釈性）を時熟させるような、そうした探求の

動性としての批判」と呼ばれる（GA62, 119）。つまり「批判
．．

」とは
．．

、歴史の負荷のかかっ
．．．．．．．．．

た被解釈性のうちで
．．．．．．．．．

、具体的な交渉として動いている事実的生のフロネーシスをそれ自体
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

としてあらためて自覚させる
．．．．．．．．．．．．．

、いっそう広範かつ高次の動性によって遂行されている
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

と言

えよう。そのかぎりで、『自然学
．．．

』におけるピュシスをめぐる
．．．．．．．．．．．．

「批判
．．

」的解釈を牽引する
．．．．．．．．

のも
．．

、やはりフロネーシスではなく
．．．．．．．．．．．．．

、ソフィアである
．．．．．．．

と言ってよい。 

この「批判」を具体的に遂行する「帰納」は、「端的に」、あるがままに眼前の自然的

存在者に向き合う考察方法である（GA62, 192）。その場合に「帰納」は、既存の日常的な

平均的了解における一般的な自然的存在者の認識に対して、論理学的に分析を加えたり、

あるいはそれを客観的に考察したりはしない。むしろ「帰納」は、その平均的了解そのも

のに親しむことによって、平均的了解の可能性そのものののうちに入り込み、平均的了解

の地平を開示する作業なのである。それはちょうど、自然的世界を排去し、超越論的主観

性へと一切を帰するフッサールの超越論的還元とは逆方向を歩むものだと言えるだろう27。

そのためここでは、ヌースやノエインによって自然的存在者を直接に捉える方向は断念さ

れ、むしろディアノエンとしてのロゴスによって
．．．．．．．．．．．．．．．．．

、多様な自然的存在者を語りだす
．．．．．．．．．．．．．．

方向が

打ち出される。ノエインに定位したパルメニデスに対して、ロゴスに定位して存在者の多

様な意味を語ろうとしたアリストテレスにハイデガーが依拠しているのも、そのためであ

る（GA62, 221, 217, 240）28。このように、ヌースやノエイン、そしてありうるかぎりの「喪

失」に抗うソフィアでさえも、人間としての能力であるかぎり、必ずやロゴスという迂回

路をとらざるをえず、したがって隠蔽や偽を免れえないという理解は、「ナトルプ報告」

や『ソフィスト』講義をはじめ、『存在と時間』以後も引き継がれてゆく基本的な方向性

                                                        
27 1939 年の『ピュシス論文』に従いながらではあるが、シーハンはすでに的確にこの「解釈学的帰

納」の意義と「現象学的還元」との緊張関係を見てとっている。Cf. T. Sheehan, Heidegger's Philosophy 
of Mind, in: G. Floistad (ed.), Contemporary Philosophy: A New Survey, Vol. IV, Philosophy of Mind, Martinus 
Nijhoff, The Hague 1984, p. 296f. 

28 Aristoteles, Physica, 185b32. 
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である（Vgl. GA62, 378ff.; GA19, 58f.; SZ, 33f., 221ff.）。もっとも、そうである以上、純粋な

ヌースに到達しえない《不純》な人間は、たとえどれほどソフィアを不断に反復するとし

ても、自然的存在者の純粋な動性を最終的には規定できないことになる。それは「ナトル

プ報告」においても同様である。こうしてピュシスは、どこまでも語りえないものにとど

まることになる。より正確に言えば、ピュシスは、たとえ名称を与えることができたとし

ても、つまり平均的了解を超える本来的なアレーテウエインの地平において開示されると

しても、そのものの内実を偽りなく完全に捉えることは、やはり絶対的に不可能なのであ

る。 

こうして見てくるなら、『形而上学』を中心とする解釈と『自然学』解釈の方向性の違

いは明瞭になる。いずれの解釈においても、フロネーシスではなく、ソフィアやヌースと

いった能力が重視され、アルケー探求が最終的には自然的存在者の純粋な動性の獲得を目

的としている点に変わりはない。しかしながら、『形而上学』解釈が、もっぱらソフィア

においてヌースのテオレインとピュシスを直結するいわば超越論的方向へ進んでいたのに

対して、『自然学』解釈は、歴史とロゴスを媒介とすることによって、ヌースとピュシス

の間を解釈学的に媒介する方向へ進んでいる。そのために、両解釈におけるロゴスをめぐ

るソフィアやヌースの重心は、大きく異なっている。『形而上学』解釈では、本来ロゴス

を用いるソフィアが、ロゴスなきヌースへと純粋化されていた。それに対して『自然学』

解釈では、ソフィアもヌースもともに、もっぱらロゴスによって媒介とするものとして捉

えられている。こうした『自然学』の解釈学的考察が、「ナトルプ報告」における「事実

性の現象学的解釈学」や『存在と時間』における現存在の解釈学の源泉となっていること

は、ただちに見てとれよう。 

しかし、『自然学』における解釈学的考察と、『形而上学』の超越論的考察との間には、

ある共通した傾向の問題が見出される。そこで最後に、この問題について考察することに

しよう。 

 

 

Ⅳ 哲学と忘却 
 

『形而上学』を中心とする超越論的考察は、人間の生と自然的存在者の動性を重ね合わ

せることによって、ピュシスをあるがままに発現させようとする試みであった。しかしこ

の戦略は、人間の生の動性を純粋化する過程で、フロネーシスの実践的含意を捨象してし

まうものであった。「ナトルプ報告」における『ニコマコス倫理学』の解釈自体、「特殊

な倫理的問題圏をさしあたり度外視」している（GA62, 376）。『ソフィスト』講義におい

ても、「ギリシア人における人間的実存の究極の意味を理解する」には、「伝統的な哲学

者たちから今日われわれが知っているような倫理的なものについての考察は、はじめから

視点の外部にある」ことを理解しなければならないと述べられている（GA19, 178）。道徳

的なものや倫理的なものは、純粋なピュシスの動性と重なる人間の純粋な動性にとっては、

全く無縁のものだからである。道徳や倫理といった「前哲学的な人間のプラクシスの可能
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性はすべて、その意味に従えば、共同存在へと差し向けられている。それゆえこうした可

能性は人間の本来の存在可能性ではありえない」（GA19, 176）。この点は、「非本来性」

や「頽落」といった術語から否定的な道徳的含意を抹消し、また「負い目」としての現存

在の「無性」からも道徳的含意を拭い去り、それを「善悪」の「根拠‐存在」とみなす『存

在と時間』の基本姿勢にも、如実に読みとれる（SZ, 175f., 286）。純粋な
．．．

ソフィアを学問
．．．．．．．

的実存の核心に据えるという解釈方針は
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、ソフィアをピュシスへと重ねる反面
．．．．．．．．．．．．．．．．

、共同存在
．．．．

にかかわるフロネーシスの実践的
．．．．．．．．．．．．．．．

、倫理的含意を抹消する
．．．．．．．．．．

ものだったのである29。 

それに対して『自然学』の解釈学的考察は、自然的存在者のアルケーをその純粋な動性

のうちで捉えようとする点では『形而上学』の超越論的考察と同一ではあるが、しかし歴

史とロゴスを媒介させることによって、事実的な平均的了解の地平に入り込み、自然的存

在者をその多様性と複数性において捉えることが試みられていた。そのように考えるなら、

『自然学』の解釈学的考察は、『形而上学』の超越論的考察において脱落した実践的、倫

理的含意をあらためて取り戻し、補完することができるように思われる。自然的存在者の

純粋な動性から発現する多様性と複数性にふさわしい、複数的な人間的生の実践の実現で

ある。この『自然学』の解釈学的考察がメタ存在論の問題設定を先取りしていた点を考え

あわせれば、まさしくメタ存在論において「ようやく倫理学の問いが立てられる」と述べ

られるに至った経緯も、おのずと納得のゆくものとなるだろう（GA26, 199）。 

しかしながら、この『自然学』の解釈学的考察にも問題がないわけではない。『自然学』

解釈における「批判」は、確かに高度な歴史的意識をもちながらも、アルケー探求のため

に、現在と過去の歴史的間隙を「事柄そのもの」の名のもとに抹消し、両者をほとんど齟

齬なく直結させていた。こうして「事柄そのもの」の同一性が確保されるからこそ、歴史

的伝統の歪曲が際立つことになるのである。こうした点は、「帰納」の分析においても見

出せる。アリストテレスが古代ギリシアの自然的存在者に対する平均的了解をめぐってパ

ルメニデスを批判したという構図が、そっくりそのまま《現代》の自然的存在者に対する

平均的了解と直結されている。実のところ、こうした歴史的間隙の抹消は、『形而上学』

の超越論的考察においても見出される。共同性の次元を脱落させるさい、ハイデガーは「伝

統的な哲学者たちから今日われわれが知っているような倫理的なものについての考察」を

排して、「ギリシア人における人間的実存の究極の意味」と、いわば《今日》の人間的実

存の究極の意味とを重ね合わせている。この点は、1924 年夏学期講義『アリストテレス哲

学の根本諸概念』において最も顕著に見てとれる。そこではハイデガーは、古代ギリシア

のポリスと当時のドイツの状況とをほとんど同一視して理解している30。さらに、「ナト

                                                        
29 フロネーシスの実践的、倫理的含意の抹消という点については、以下を参照。Cf. F. J. Gonzalez, On 

the Way to Sophia: Heidegger on Plato’s Dialectic, Ethics, and Sophist, in: Research in phenomenology , Vol. 27, 
1997, pp. 16-60.また、本来的なソフィアの優位およびそれと事実的な自然的存在者の連関に着目す

る本稿の立場とは異なるものの、やはり同じくフロネーシスとソフィアの融合のなかで失われる実

践的、倫理的含意を指摘したものとして、以下を参照。R. Elm, Aristoteles - ein Hermeneutiker der 
Faktizität? Aristoteles’ Differenzierung von ϕrόnhsiς und soϕίa und ihre Transformation bei Heidegger, in: 
Heidegger-Jahrbuch 3. Heidegger und Aristoteles, Verlag Karl Alber, Freiburg / München 2007, S. 255-282. 

30 キシールは、アリストテレスと自らとを同一視するこうした『アリストテレス哲学の根本諸概念』

講義におけるハイデガーの立場が、当時のドイツの政治的状況に根ざしていた点を指摘している。
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ルプ報告」から『存在と時間』へと引き継がれてゆく『ニコマコス倫理学』解釈にも、同

様の問題点が含まれている。『存在と時間』はまさしく、「ナトルプ報告」における『ニ

コマコス倫理学』の諸能力の分析を下敷きにして、古代ギリシアにおけるフロネーシス、

ソフィア、ヌースといった諸能力を、《現代》における実践、哲学、理論の理解のうちに

持ち込んでいたのであった。そこに浮かび上がるのが、制作優位の存在了解という歴史的

伝統の歪曲である。そう考えるなら、自然的存在者の純粋な動性へと向かう『形而上学』

に沿った超越論的考察の方向も、『自然学』に沿った解釈学的考察の方法も、そして両者

から引き出される成果も、いずれにせよ実のところ歴史的間隙を抹消することによって確

保されていたものだったと言わねばならない。そしてまさにこの歴史的間隙の抹消のなか

で押し潰された典型例が、フロネーシスの実践的、倫理的含意の脱落だったのである。 

こうした歴史的次元の矮小化は、おのずと、ハイデガーの考察全体を脱歴史的な次元へ

と押し上げることになる。それゆえ初期から「現存在の形而上学」構想へと展開する一連

の形而上学への志向もまた、実のところ、こうした脱歴史化の傾向を背景にしていたもの

だったと言えるだろう。もちろん、ハイデガーが原始キリスト教解釈から出発して、古代

ギリシアへと歴史的射程を拡張し、アリストテレスと現代を直結することによって、『存

在と時間』において創造的かつ斬新な哲学を構築しえたことは間違いない。そもそも、歴

史を無視した哲学などありえない以上、哲学は常に歴史を参照せざるをえない。しかしな

がら、初期ハイデガーのアリストテレス解釈は、古代ギリシアと現代との間での、極めて

《強い意味》での《地平融合》のうちで営まれたものであった。そのために、二つの歴史

的地平は垂直に折り畳まれ、ふたたび脱歴史化を招くという自己矛盾を生じることになっ

てしまったのである。『存在と時間』のうちには、すでに多様な哲学の歴史の遺産が組み

込まれているが、しかしそれによって補われてもなお、歴史の多様性は膨大なまでに余り

ある。『存在と時間』が「存在の歴史の解体」を書き継ぐことができず、未完に終わった

という事実は、まさにこうした脱歴史化の証左の一つと言えるだろう。 

こうした脱歴史化において生じるのは、まさしくハイデガー自身が『存在と時間』にお

いて「存在の意味」について指摘したように、またのちに「存在の歴史」において批判的

に考察したように、「忘却」という事態に他ならない。『存在と時間』がこの忘却に対す

る対抗策として導入したのは、「忘却の可能性がない」フロネーシスであった（GA19, 56）。

現状に対して常に新たに実践を開始するフロネーシスには、確かに忘却の可能性はない。

しかし、フロネーシスに定位した『存在と時間』の基礎存在論でさえ、そもそも存在の意

味の歴史的忘却を出発点としていたことを考えるなら、フロネーシスの新しさは、かえっ

て歴史に対する忘却を糧にしていると言うことができる。ハイデガーにとって、哲学の営

みもまた例外ではなかった。つねに歴史を参照しなければならないかぎりで、哲学は歴史

を忘却している。だからこそハイデガーは、たとえ脱歴史化の傾向を孕むものであったと

はいえ、あらためて歴史に立ち返り、歴史を語りなおすことで、純粋な自然的存在者の運

動から、純然たるピュシスから、本来の哲学の知およびすべての知を再生しようとしたの

                                                                                                                                                                   
T. Kisiel, Situating rhetorical politics in Heidegger’s protopractical ontology. (1923-1925: The French occupy 
the Ruhr), in: Existentia, Vol. IX, 1999, pp. 11-30. 
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である。 

だが、それでも歴史を参照し、それを語り、媒介として活用できたかぎりで、ハイデガ

ーにとって歴史そのものは全くの忘却の源泉ではなかった。では、初期ハイデガーにとっ

て、たとえ明確に意識されていなかったとしても、忘却それ自体はどこから到来すると考

えられていたのだろうか。それは、プラトンが語ったように、ハデスにおける忘却からと

言うべきなのだろうか。それとも、ニーチェが語ったように、生理的消化としての忘却か

らと言うべきなのだろうか。ハイデガーが歴史とロゴスを援用し、さらにはロゴスなきヌ

ースをも援用することによっても、結局のところ十全な開示ができないまま、ソフィアを

語りえないものへと、そして忘却の淵へと追いやったのは、他ならぬピュシスであった。

のちのハイデガーが好んで語ったヘラクレイトスの言葉を借りるならば、「ピュシスは隠

れることを好む」のである。初期ハイデガーがアリストテレス解釈をつうじて見出したの
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

は
．
、あらゆる知は

．．．．．．
、最高度の知としての哲学でさえも

．．．．．．．．．．．．．．．
、その

．．
《本性

．．
》上

．
、《おのずから

．．．．．
》

忘却へと陥らざるをえない
．．．．．．．．．．．．

、という事態だったのである
．．．．．．．．．．．．

。しかしそもそも、けっして失わ

れない技術が、けっして忘れられない決断が、けっして忘れられない共同体が、けっして

忘れられない歴史が、けっして失われることのない哲学の知の遺産などというものが、果

たして存在するだろうか。技術を、決断を、共同体を、歴史を、哲学の知を、われわれは

知ることはできる。しかし、知っていると同時に忘却していることがなければ、やはり知

は新たに発動することもできないのである。根源的な存在の開示（ἀlήθeia）には、つね

に隠蔽（lanθάnein）と忘却（lήθh）が伴っている。哲学
．．

は
．
、忘却

．．
なくして発動すること
．．．．．．．．．．

はできない
．．．．．

。この底なしの余白としての忘却こそが、人間とは無縁な事実として横たわる

ピュシスの不可思議さを、見渡しきれないほど多様で膨大な歴史を、そのなかで形づくら

れる共同体を、決断を、技術を、ふたたび《知への愛》のなかで反復し語り出すよう、わ

れわれを誘うのである。そう考えるなら、初期ハイデガーのアリストテレス解釈は、ピュ

シスをとおして、忘却とのせめぎあいの只中から「哲学」を構築する、息の長い戦いの始

まりであったと言うことができるだろう。 

 

Motoki SAITO 
Von Phronesis zu Sophia 

― Die Abläufe der Aristoteles-Interpretation im frühen Heidegger 
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初期ハイデガーのピュシス論の射程 
 

森 秀樹（兵庫教育大学） 

 

 

序章 問題提起 
 

ハイデガーはアリストテレスに関する著作を準備していたと伝えられている。1922 年の

「ナトルプ報告」はその構想を伝えるものであると考えられるが、未だプログラムにとど

まっている。その後、ハイデガーは、この著作の計画を放棄し、『存在と時間』の執筆に

とりかかっている。このような事情から、1924 年夏学期の講義『アリストテレス哲学の根

本概念』は、完成されなかった『アリストテレス論』から『存在と時間』に至る相転移の

中間相を示していると解釈することができる。一方において、この講義は「ナトルプ報告」

の構想を具体化するものであると同時に、他方において、アリストテレスの生命論に依拠

して、現存在の存在様式を構造化しており、その延長線上に『存在と時間』の存在論があ

ると考えるられるからである。リチャードソンはこの講義を「アリストテレス『弁論術』

（第二巻）」として伝えており、1991 年に至るまで全集版もその名称を採用してきた1。 

この講義の中で、ハイデガーは「弁論術は具体的な現存在の解釈、すなわち、現存在そ

のものの解釈学に他ならない」（GA18: 110）と述べている2。ここにおいて、現存在を人

間の事実的なあり方として解釈するならば、ハイデガーは『弁論術』を「事実性の解釈学」

のモデルとして解釈しようとしているということになり、『弁論術』解釈は初期ハイデガ

ーの「事実性の解釈学」の一環と見なすことができる。これに対して、現存在を人間の存

在論的構造として解釈するならば、『弁論術』は、存在論を構築しようとする『存在と時

間』の先駆であるということになるであろう。それにもかかわらず、『存在と時間』にお

ける『弁論術』への言及はたった三カ所だけであり、しかも、情態性（Befindlichkeit）の分

析において付加的に言及されているだけである。このことから、『存在と時間』の構想の

中に『弁論術』解釈を位置づけることが困難であったことがうかがえる。 

ここから、『弁論術』解釈は、一方において、『存在と時間』の成立に大きな寄与をな

したものの、他方において、『存在と時間』の構想には取り込まれなかった部分をもかか

えていたということが推測される。このように『弁論術』解釈に「事実性の解釈学」と「超

越論哲学」との亀裂が現れているのであれば、この問題を考えるための手がかりもまたこ

こに求めることができるであろう3。この論文の課題は、まず第一に、「アリストテレス解

                                                        
1 Richardson, S. J. William J., (1963), Heidegger: Through Phenomenology to Thought, Nijhoff: 665. 実際、この講義

の中心部分において、ハイデガーは、アリストテレスの『弁論術』の導きのもと、ポリスという共

同性の中でのロゴスのあり方を論じている。中でも、『弁論術』の第二巻の「恐れ」の解釈から、

『存在と時間』における本来性と非本来性との対比に相当する構造を析出している。 
2 以下、ハイデガーからの引用は GA という略号と全集版の巻数と頁付けで表示することとする。 
3 『弁論術』解釈が、『存在と時間』の成立に大きな寄与をなしたものの、『存在と時間』の構想
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釈」において広範な構想のもとに着想されつつも、『存在と時間』には受け継がれなかっ

たピュシス論を再現することである（第二章、第三章）。そして第二に、この着想をハイ

デガーを超えて展開することによって、自然学を生命論として展開する可能性を切り開く

ことである（第四章）。 

 

 

第一章 「アリストテレス解釈」のコンテクスト 
 

「アリストテレス解釈」の目的は、その最も包括的な記述であると考えられる「ナトル

プ報告」から見る限り、アリストテレスの根本経験に遡及することによって、頽落状態に

ある存在理解から本来的な存在理解を回復することである（GA62: 371）。「ナトルプ報告」

は以下のような順序でこの課題に取り組むとしている。まず、序論となる「解釈学的状況

の提示」は、哲学が置かれた状況を解体的に捉え直すことが必要であることを説明してい

る。そして、第一部は、１）『ニコマコス倫理学』の第六巻、２）『形而上学』の第一巻、

第一章と第二章、３）『自然学』第一巻、第二巻、第三巻の第一章から第三章という三つ

のテキストの解釈をおこなうとしている。最初のテキストは存在を開示する諸様態を記述

するものであるが、ハイデガーはその分析からプロネーシスを根本的な様態として抽出し

ている。第二のテキストは学問的実践の具体相を分析するものであり、第三のテクストは、

『自然学』の学問的記述の背後にも人間と存在者との生き生きとした交渉関係があるにも

かかわらず、そのことが忘却されているという問題を指摘しようとするものである4。これ

らのテキスト解釈はそれに続く第二部の準備であるが、その内容は第一部以上に概略的に

しか述べられてない。その課題は、『ニコマコス倫理学』、『プシュケー論』、『動物運

動論』などが提供する「人間存在、人間の生、生の運動性という存在者の解明」（GA62: 397）

を参照することによって、後世の存在論を規定することになった（GA62: 371, 399）、『自

然学』や『形而上学』に見られる頽落的な存在理解を解体し、それを構築し直すことであ

るとされる。 

頽落した存在理解を批判するという課題は説得的なものであり、同時期の諸講義からも

                                                                                                                                                                   
には取り込まれなかった事情の背後には「事実性の解釈学」と「超越論哲学」との対立があるよう

に思われる。「事実性の解釈学」は人間のあり方を内在的に記述するものであるが、それは人間の

存在構造を提示するものでもあり、存在解釈の地平を提供することになる。しかし、「超越論哲学」

は、それが可能となった状況を固定化することによってのみ、可能となるため、その状況の事実性

を視野の外に置かざるをえない。ここにおいて、人間の存在的な記述と、存在論的な記述とはどの

ようにかかわり合うのかという問題が浮上することになる。 
しかるに、弁論術は存在的な記述と存在論的な記述の結節点を主題化している。アリストテレス

によれば「弁論術は、弁証術と品性［エートス］に関する研究（倫理学）とから派生するいわば分

枝のようなものなのである」（1356a25）。弁論術は、一方において、学問による客観的な記述に

関わるが、他方において、その記述のあり方を規定するもの（例えば、論者のエートスや聴き手の

パトス）にも関わるというのである（vgl. 1356a3）。このようなアリストテレスの着想に基づいて、

ハイデガーは生の領域を自然学的に考察するという構想をもっていた。これは『存在と時間』の挫

折以降に再度注目されているピュシスの問題につながる構想である。 
4 この第一部に関しては、1922 年夏学期の『存在論と論理学に関するアリストテレスの諸論考の現

象学的解釈』（GA62）がより詳細な記述を提供している。 
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その主張の概略は裏付けることが可能である。しかしながら、このような課題は、アリス

トテレスを超えて、ハイデガー自らが「自然学」を記述し直すという課題を突きつけるこ

とにもなる。にもかかわらず、「ナトルプ報告」はこの後者の課題については、「運動し

ている存在、すなわち、「或るものを目ざしている」存在という根本的な観点の内にある

存在者を、志向性を際立たせるための先持、条件とすることで、アリストテレスにおいて

志向性を明確にし、さらに、志向性においてテオーレインの根本性格を見えるようにする。

このように、具体的な動機づけ関係の基礎が設定され、その基礎からして、アリストテレ

スが達成した、存在論的・論理学的問題構成の最後の段階を理解できるようにする」（GA62: 

397）としか述べていない。存在理解をもつ現存在の存在構造である時間性こそが存在の意

味地平をなすという『存在と時間』のプログラムから遡及的に推測するならば、人間が「運

動する存在」であるが故にノエマたる存在もまた動く存在とならざるをえないという「超

越論哲学」的解釈がなされるかもしれない。しかしながら、この文の前には「「志向性」

と言われているものが、しかも「客観的な志向性」として、すなわち、生が交渉関係を行

う際に何らかの仕方で「ノエシス」として解明される生の運動のあり方（Wie）として、

視野に入ってくるのはどのようにしてかが示される」（GA62: 397） という文が置かれて

いる。ここにおいては、通常、主観の作用とされるノエシスの働きが、生が他の存在者と

の間で繰り広げる相互交渉関係における運動性という客観的なものとして捉え直されてい

る。だとすれば、現存在の運動性をさらにピュシスの運動性として位置づけ直す必要があ

るということになる。そもそも、「アリストテレス解釈」が新たな「自然学」の基盤に据

えようとしている、『プシュケー論』や『動物運動論』は、生を主観として記述しようと

するものではなく、そのあり方を「自然学」的に記述しようとするものである。これらの

ことを考慮に入れるならば、存在の現出は、生の運動に還元されえず、むしろ、生の運動

を可能ならしめるより広範な運動との関わりの中で考察されねばならないということにな

る。 

そもそも、「アリストテレス解釈」を超越論哲学として解釈することは、若きハイデガ

ーの思想形成におけるアリストテレスの位置づけからしても、是認できない。それという

のも、ハイデガーは、カント、リッカート、フッサールらの超越論哲学から強い影響を受

けつつも、アリストテレス的傾向に依拠して、それを批判するというスタンスにおいて思

想形成を行ってきたからである。まず、ハイデガーが存在の問いへと向かう契機となった

とされるブレンターノの『アリストテレスによる存在者の多様な意義について』はアリス

トテレスのカテゴリー論をカテゴリーの生成論として解釈するものであった。そして、ハ

イデガーが一番最初に公表した哲学論文「現代哲学における実在生の問題」は、アリスト

テレス的実在論に依拠しつつ、当時のカント主義を批判したキュルペの批判的実在論を評

価するものであった。また、ハイデガーの教授資格論文『ドゥンス・スコトゥスの範疇論

と意義論』はラスクの思想の影響下にあるが、ラスクこそ、リッカート的観念論に対して、

アリストテレスに依拠しつつ、素材の意義を唱えた人物であった。このように、様々な経

路を経由してではあるが、ハイデガーの思想形成において、アリストテレスは、カントの

超越論哲学の可能性の条件を規定する役割を果たしてきたことがわかる。だとすれば、「ア
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リストテレス解釈」の主題が存在の現出を可能ならしめる現存在の構造の記述であるにし

ても、「アリストテレス解釈」を単純に超越論哲学の準備としてのみ解釈することはもは

や許されないことになる。 

「アリストテレス解釈」を以上のような文脈の中に位置づけるならば、その中心的な課

題とは、『ニコマコス倫理学』における開示性の構造の分析と、『自然論』における運動

の記述とを媒介していくことだということになる。「ナトルプ報告」の段階において、そ

の役割を果たすことが期待されたのは『プシュケー論』であった（GA62: 397）。とはいえ、

その詳細な解釈が展開されたのは、「ナトルプ報告」でも 1922 年夏学期の講義でもなく、

1924 年の夏学期においてであった。しかしながら、その講義の中で中心的な役割を果たし

ているのは、「ナトルプ報告」においては全く言及されていない『弁論術』の解釈であっ

た5。なるほど、『プシュケー論』は、プシュケーをエネルゲイアとして解釈するという決

定的な観点を提供している。しかし、理性に関しては身体を必要としないと解釈できるこ

とも述べており（430a15 以下）、その場合には理性に関しては自然学的記述は不可能とな

ってしまう。実際、『動物部分論』は理性をプシュケーの自然学から除外している6。だと

すれば、理性にまで至る生の活動を包括的に解釈するためには、より広範な地盤が必要と

なることになるが、そのような地盤を提供しうるのが、『弁論術』によるパトス論であり、

開示性の構造の素材的側面を自然学的に考察するという着想なのである。以上のような交

代劇の背景にはこのような事情があったと推測される。 

ただし、この問題に集中的に取り組んでいるのは、唯一、1924 年夏学期の講義だけであ

る。その後、現存在の自然学的考察という主題は放置され、ハイデガーは「超越論哲学」

による「存在一般の意味」の考察へと向かうことになる。なるほど、『弁論術』解釈が現

存在を存在論的に記述するという視座を提供したため、その後は「超越論哲学」という課

題に専念するようになったのだと解釈することは可能である。しかし、この課題そのもの

が挫折していったことを考慮に入れるならば、挫折の背景には、「超越論哲学」に基盤を

提供するはずだった『弁論術』解釈が十分に展開されずに、放置されてしまったという問

題があるように思われる。だとすれば、この問題を検討しなおすことによって、ハイデガ

ーの当初の目論見を展開する可能性が開かれるのではないだろうか7。 

 

 

第二章 パトス解釈の深化 
 

ハイデガーは 1924 年夏学期の講義『アリストテレス哲学の根本概念』の冒頭で、この講

義の目的は、根本的経験を喪失した状態の中で、根本経験を取り戻すという作業であるが、

それは「語られたもの［ロゴス］の認識の情熱」（Leidenschaft der Erkenntnis des Ausgespro- 

                                                        
5 1922 年の講義では一カ所で言及されているが、詳細に分析されているわけではない。 
6 「霊魂［プシュケー］の一部である理性は思惟対象に属するゆえ、自然認識は当然あらゆる事物

に関するものになってしまうのである」（641b1）。 
7 この点については第三章第二節を参照。 
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chene） であり、フィロロギー（Philologie）であると述べている （GA18: 4）。通常、Leidenschaft

は人間のもつ「感情（Affekt）」の一種であると考えられている。フィロロギーを「文献

への愛好」と見なす理解もこれを支持する。だとすれば、この講義は、近代における土着

性（Bodenständigkeit）の喪失に不安を抱く人間が根本経験を回復しようとする物語として

解釈できることになろう。しかし、ハイデガーは Leidenschaft という語をギリシア語のパ

トス（πάθος）から理解している8。ここにおいて、パトスをどのような水準で理解すべき

かという問いが発生する。 

 

第一節 感情としてのパトス 
アリストテレスはパトスという語を『弁論術』の中で主題化している。アリストテレス

によれば、弁論術は「可能な説得の方法を見つけ出す能力」（1355b25）のことであり、説

得（πίστις）には三つの種類がある。「一つは論者の人柄［エートス（ἤθος）］にかかっ

ている説得であり、いま一つは聴き手の心が或る状態に置かれること［＝パトス］による

もの、そうしてもう一つは、言論［ロゴス］そのものにかかっているもので、言論が証明

を与えている、もしくは与えているように見えることから生ずる説得である」（1356a3）  

9。このように、パトスが主題化されるのは、ロゴスを支えるものとしてである。 

説得においてロゴスそのものが重要となるというのは自明であるが、語り手のエートス

が「信頼に値する」ものならば、その主張もまた説得力があるであろうし、また、説得に

あたって聞き手の気持ちを考慮せねばならないことももっともなことのように思われる。

ただし、このような解釈にあっては、エートスやパトスは人柄や気分とみなされている。

だが、ロゴスがそのような主観的なものに左右されるとすれば、ロゴスの「説得力」はか

えって損なわれてしまうであろう。パトスを感情として解釈することはできない。 

 

第二節 解釈学的状況としてのパトス 
ハイデガーによれば、ロゴスとは存在者をそのウーシア（οὐσία）において語り出すこ

とであった（GA18: 18）。この語のもともとの意味は「財産（Vermögen）、資産（Besitzstand）、

財（Hab und Gut）、不動産（Anwesen）、家財道具（Hausgerät）」（GA18: 24）であり10、

ギリシア人にとっては日常的な生活の中で出会われる具体的な物こそが存在者の典型であ

った（GA18: 25）。だが、人間がこのような具体的な物に出会いうるのは、具体的な交渉

                                                        
8 ここにおける Leidenschaftは中期のニーチェ解釈における情熱論につながる着想の萌芽として解釈

されるべきであり、存在史的思索に連なる。存在史的思索は、なるほど一面においては、主観のあ

り方の歴史を記述するものではあるが、ピュシスの運動の歴史としても解釈することができる。 
9 アリストテレスの翻訳は、『プシュケー論』については中畑正志訳（『魂について』, 京都大学学

術出版会）を、『動物部分論』については『アリストテレス全集』所収の島崎三郎訳を、それ以外

は岩波文庫所収のものを用いた。 
10 ハイデガーが挙げている翻訳語に注目する必要がある。»Besitzstand«という意味を表現するのに、

»Vermögen«（行為可能性の条件としての）財産、（何事かのために適切なものとしての）»Gut«（財）

という語が用いられている。これらの語は行為の目的を想定したものであり、だからこそ、»Hab«
（所有）に値するものであり、そして、»Anwesen«（端的にあるもの）とも見なされるわけである。  
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関係（Umgang）の中においてのみである11。すると、ロゴスとは、単なる人間の言葉では

なく、人間の働きかけと物の応答という交渉関係に裏付けられたものであり、その点でウ

ーシアが自らを示したものであるということになる（GA18: 212）。 

この観点から説得としてのエートスやパトスを解釈しなおすことができる。しばしば人

柄と翻訳されるエートスとは人間のヘクシス（ἕξις）（習性）のことであり12、このヘクシ

スは、エケイン（ἔχειν）に由来し、「持つこと」と同時に「（持たれた）状況」のことも

意味する13。このように考えれば、ロゴスに説得力を付与するヘクシスとは、誠実さとい

った主観的条件よりはむしろ、事柄との交渉関係の中に置かれ、それを熟知しているとい

うことを意味する。このような状況から語り出されるようなロゴスであれば、事柄との関

わりにおいて整合的であることが期待できる。さらに、そのような関係性を備えたロゴス

ならば、腑に落ちるものであり、聴き手もまた自ずからそれに従う
．．．．．．．．．

ことであろう（パトス）。

そして、さらに語り出されたロゴスはポリスの市民の間でやり取りされ、語り直される中

で、さらに吟味され、鍛えられることになる（GA18: 105）。このように、エートスやパト

スは、心理学的なものとしてではなく、存在者との関係性を表したものとして解釈しなお

される（GA18: 177）。 

このような考え方は、主観による認識として考えられてきた事態を人間と存在者との交

渉関係の中に位置づけようとするものであり、「事実性の解釈学」の成果を受け継ぐもの

である。とはいえ、ここには、交渉関係を「見回し（Umsicht）」や「配慮（Besorgen）」

としてのみ理解し、これを従来の人間観から解釈してしまう危険性が残されている14。第

一章において触れた「開示性の構造分析と自然学の運動論との媒介」という課題に応える

ためには、具体的な交渉関係の内実をさらに自然学的に記述しなおすことが必要となる。 

 

第三節 パトスの自然学的記述 
この課題に手がかりを与えるのが『プシュケー論』におけるパトスをめぐるある記述で

ある。「自然学者と問答技術者［＝弁論家］とでは、魂［プシュケー］の諸様態のそれぞ

れについて定義の仕方が異なるであろう。たとえば、「怒りとは何であるか」ということ

                                                        
11 このテーゼは 1919 年の戦時緊急学期の周り世界論以来のものであるが、「現象学者」としてのア

リストテレスの諸テキストからも読み取ることができるものである。例えば、「ナトルプ報告」の

場合、『形而上学』第一巻、第二巻の解釈から、学問のロゴスたるエピステーメーが日常的交渉関

係の中から生い育ってくるものであることを記述している（vgl. GA62: 387f.）。この解釈は 1922 年

夏学期の講義『存在論、論理学に関するアリストテレスの諸考察の抜粋の現象学的解釈』（GA62）
の前半においてもさらに詳細に反復される。 

12 『ニコマコス倫理学』は「人柄としての性向」（1139a34）という表現を用いている。 
13 この点については、『形而上学』におけるヘクシスの定義（1022b3）を参照。 
14 アリストテレスは『政治学』において「人間は自然にポリス的動物である」（1253a3）としてお

り、その理由を、人間が「ロゴスをもつ生きもの」（ζῷον λόγον ἔχον）であることに求めている。

ハイデガーはこの定義を上のような文脈の中に置きなおす。すると、ロゴスの生成のためには、人

間は「ポリス内存在」（In-der-πόλις-Sein）という共同存在（Miteinandersein）でなくてはならない

ということになる（GA18:46）。このようなあり方を表現するために、ハイデガーは「人間とは新

聞（Zeitung）を読む生きものである」（GA18:108）という表現まで用いている。このような表現は、

真理はドクサのやりとりという解釈学的運動の中で産出されるという印象を与えることになる

（GA18: 149）。 
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について、問答技術者は「復讐への欲求」とかそれに類したものとして定義し、自然学者

は「心臓の周囲の血液のあるいは熱いものの沸騰」と定義するであろう。ところで、これ

らの定義のうちで後者はその素材〔質料〕を与えるものだが、前者の定義は形相つまり説

明規定を与えている」 （403a27）。パトスは、形相との関係からのみならず、素材との関

係からも記述することが可能であり、後者は自然学の対象であるというのである。 

この観点から、ロゴス、エートス、パトスの関係を解釈しなおすことができる。ロゴス

は人間と物との交渉関係の中でウーシアを語り出したものであったが、このように交渉関

係の中で出会われるような事物はその中で一定の役割（例えば、家ならば、風雨をしのぐ

とともに、快適さを与えるといった機能）を果たすのでなくてはならない。そのような役

割を果たしうるためには一定の形態が必要とされ、ギリシア人はそれを「形相」と呼んだ

が、それと同時に、その形態をなすべき「素材」もまた必要となる。「形相」と対比され

る「素材」は、哲学史の中ではしばしば物質的なものとして規定されてきたが、ハイデガ

ーは、アリストテレスにならって、そのような解釈に反対する（639b26, GA18: 28, 173, 238）。

一定の役割を果たしうるためには、「素材」にも一定の性質（例えば、壁の素材であれば、

屋根を支えられる強度や、風雨に耐えられる丈夫さ）が要求されるからである15。結局、

ウーシアとの交渉関係は、それが目的とする事柄を達成しうるような諸条件を満たしてい

くことであるということになる。ただし、目的を達成するための諸条件は単純なものでは

ない。例えば、家を建てる場合においても、誰が住むのか、どこに建てるのか、どんな素

材を用いるのか、予算はいくらか等々、諸要因が複雑に絡み合うことになる。存在者との

交渉関係は実は複雑系における関係なのである。 

さて、以上のような交渉関係を遂行するのはプシュケーであるが、それは同時にウーシ

アとしても規定される（vgl. GA18: 171）。確かに、人間は「ロゴスをもつ生きもの」とし

て規定され、その点において、他の生きものや単なる事物からは区別される。しかしなが

ら、ロゴスが生起しうるためには、様々な交渉関係の中でウーシアとの関係性を確立する

ことが必要であり、しかも、ここで「もつ」と翻訳されるエケイン（ἔχειν）は「なにもの

かを自らの自然または自らの衝動［ホルメー（ὁρμή）］に従って処理する」（1023a23）

こととして規定される（GA18: 172）。だとすれば、人間といえども、様々な性質を備えた

存在者として他の諸存在者との相互交渉関係の中に置かれているにすぎない。そもそも、

そうでなければ、関係性を作り上げていくことなどできはしない。例えば、立っているこ

とに疲れた人間が、何であれ一定の条件を満たした物体の上に腰を下ろし、それが身体を

休めるのに適切であるとき、その物は椅子として現れていることになる16。そうなると、

道具を認知
．．

したり、ロゴスを認識
．．

するといった主観的な契機はもはや主導的ではなくなり、

                                                        
15 例えば、柱は天井を支えなくてはならない。「それ自らの衝動［ホルメー］によって或るものが

運動しまた行為するのを防ぎとめるところのものは、その或るものをたもつ
エ ケ イ ン

〔ささえる〕と言われ

る」（1023a21）。素材には一定の性質が備わっているのでなくてはならない。また、アリストテ

レスによれば、このような素材を用いることもまた「なにものかを自らの自然または自らの衝動［ホ

ルメー］に従って処理する」（1023a8）ことである。素材の世界とはこのような衝動による運動の

相互作用の世界（＝ピュシス）なのである。 
16 このような着想はアフォーダンスの考え方に接近するように思われる。 
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それらもまた相互交渉関係の中で起こる一契機でしかないということになる17。ハイデガ

ーはギリシア人にとって内的観察と外的観察の区別は存在しないと指摘している（GA18: 

241）。 

ハイデガーはこのような複雑系における関係性のあり方を『ニコマコス倫理学』におけ

る「エートス的卓越性」の議論をモデルとして考察している。「徳［卓越性］とは〈こと

わりによって、また知慮あるひとが規矩とするであろうところによって決定されるごとき、

われわれへの関係における中庸〉において成立するところの、〈われわれの選択の基礎を

なす（プシュケーの）状態〉（プロアイレティケー・ヘクシス）にほかならない」（1106b36）。

ハイデガーは「選択の基礎をなす（プシュケーの）状態［ヘクシス］」という部分を「決

定しうるように身構えができていること（Gefaßtsein）」という風に翻訳している。 

適切な行為を選択しうるためには、自らのおかれた複雑な状況に開かれているのでなく

てはならないが、それはその状況によって課される諸要求に引き裂かれるということを意

味する（パトス）。アリストテレスによれば、そのような状況下で求められるのは、「中

庸」、すなわち、多様な諸条件の間の適切な均衡状態（ヘクシス）を見いだすことである18。

しかるに、このような状態が成立しうるのは繰り返しやり抜くことによってのみである19。

このように「適切さ（カイロス , καιρός）」に至ることが簡単ではないのみならず、状況

は常に変化している。一旦見いだされたカイロスを反復しているのももはや適切ではない。

そのため、せっかく、達成された Fassung（身構え）からも常に脱落していくことになる。

このような状態は Aus-der-Fassung-Sein （取り乱すこと）であり、ハイデガーは恐れ（ϕόβος）

をこのように解釈している（GA18: 183）。恐れとは、本来的には感情ではなく、人間の体

制のあり方なのである。ここにおいて、不調和を引き起こしているにもかかわらず、かつ

ての Fassung にしがみつくのか、それとも、新たな Fassung を形成するのかという対立が発

生する。ハイデガーはこの対立を Fassung の形成から降りる（Aus-der-Fassung-Kommen）の

か、それとも、再び Fassung を取り戻すのか（Wieder-gefaßt-werden-können）という風に表

現している（GA18: 171）。だとすれば、ヘクシスとは、このような混乱状態に直面しつつ

も、試行錯誤の中で Fassung を取り戻そうとする永続的なプロセスということになろう。 

このような解釈に依拠して、ハイデガーは「ロゴスをもつ生きもの」という規定を、哲

学的な仕方で「唯一哲学しうる存在」としてでも、生物学的な仕方で「言葉を話す動物」

                                                        
17 例えば、家を建てるにあたっては適切な素材を選ばなくてはならない。しかしながら、その選択

とても、何らかの素材を使ってみて、適切であるかどうかを吟味していくという試行錯誤の中で初

めて定まることである。また、このことは技能に関しても同様である。例えば、適切なことができ

るように、熟練することとは、知覚と身体の協働点を試行錯誤することである。そもそも、家の建

築が可能になるのは、風雨にさらされるのを避けたいという欲求にさらされ、かつ、家を建てると

いう能力に恵まれているなどなどという条件をもつ存在者が、一定の条件を満たす諸存在者と遭遇

する中においてのみである。このように考えるならば、家を建てることを雨が降るのと同様な出来

事として記述することもまた可能である。 
18 「有用なことがらについての「ただしさ」というものが、しかるべきこと、しかるべき仕方、し

かるべき時間の諸点にわたっていることを要する」（1142b28）。 vgl. GA18: 144. 
19 「知性的卓越性はその発生をも生長をも大部分教示に負うものであり、まさしくこのゆえに経験

と歳月とを要するのである。これに対して、倫理的卓越性は習慣づけに基づいて生ずる」（1103a15）。 
vgl. GA18: 188. 
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としてでも、心理学的な仕方で「思考するもの」としてでもなく、存在概念として、すな

わち、「存在のあり方（eine Weise des Seins）」（GA18: 18）、「存在の一つの範疇（eine Kategorie 

des Seins）」（GA18: 21）として解釈すべきだとするにいたる（GA18: 342）。ハイデガー

はしばしば人間存在を Wie として解釈しているが、彼は同じ語をピュシスの訳語としても

用いている。ここにおいて、解釈学的循環として見えることがピュシスの自己運動として

も解釈されるようになる20。ここに、1924 年夏学期の講義に独自な成果を認めることがで

きる21。 

 

 

第三章 ピュシス論の構想とその不徹底 
 

第一節 ピュシス論の構想 
すでに見たように、ギリシア人はウーシアを具体的な交渉関係の中で出会われるものと

して、その「形相」から規定していた22。このような事情から、ハイデガーは、ギリシア

人は存在を理解する尺度をテクネー（τέχνη）からえていたとし、その存在理解を「被制

作性（Hergestelltsein）」であると解釈している。そして、ピュシスの理解においても同じ

図式が用いられたとしている。ポイエーシスの一種としてのテクネーは物事との慣れ親し

まれた交渉関係に支えられているが、自己産出としてのピュシスにも同様の機序があると

考えられるからである（GA18: 224）。実際、アリストテレスの『動物部分論』はテクネー

という手持ちの解釈手法に基づいてピュシスにアプローチしている（640a10 以下）。この

ような着想は、一方において、ピュシスとテクネーとの類似性をあぶり出すことになるが、

同時に他方において、両者の食い違いをもあらわにするようにも思われる。テクネーは制

作者を前提としているのに対して、ピュシスにはそのようなものが存在しないからである。

だが、第二章第三節において見た、プシュケーの自然学的記述によれば、制作者の役割を

するプシュケーといえどもウーシアの一種であり、相互交渉関係の中に埋め込まれたもの

であった。自然学的記述は制作者を前提としないという仕方で制作を理解するのである。

なるほど、生命の生成には様々なプロセスが必要とされるであろうが、そのプロセスの一

つ一つはもちろん、プロセス同士の調節もまた一種の関係性として記述することが可能で

あり、その関係性は試行錯誤の中で徐々に形成され、練り上げられるというのである。「ヒ

トとはこういうものだから、その発生も必ずこうならなければならない。それゆえ、まず

この部分、次にあの部分というように出来ていくのである」（640b1）。プシュケーととも

にテクネーはピュシスの中に織り込まれるが、それと同時に、ピュシスの世界が生命や人

                                                        
20 「志向性を客観的なものとして理解する」という「ナトルプ報告」の課題は、志向性をピュシス

の中に位置づけることとして理解することができるようになる。 
21 これらの記述に基づいて、ハイデガーは『存在と時間』以前の 1924 年の段階においてすでに存在

中心の発想法に立ち、「話すことが人間の本来的な存在の衝動（Seinsantrieb）に属しているという

仕方において、言葉はもたれ、それが語られる」（GA18: 21）と述べるに至っている（ここで「衝

動（Antrieb）」という語を用いていることに注意）。すなわち、存在に聴き従い、存在を開示する

ことが人間や生命の本質であり、逆に、そのような開示を通して存在は展開されるというのである。 
22 第二章第三節を参照。 
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間の世界にまで拡張されることになる。 

このようにして、ピュシスの世界は諸力が繰り広げる複雑に絡みあった運動として位置

づけられることになる。その試行錯誤の中で、諸力が均衡しあうとき、特定の関係性が成

立するが、それこそがウーシアの現出に他ならない（先ほどの、椅子の例を参照）。ハイ

デガーはこのようなピュシスの運動性を基準として存在の運動性を解釈するようになる。

すなわち、ギリシア人は存在を「現前存在（Gegenwärtigsein）」として理解していたとい

うのである。ただし、アリストテレスは「［動きえないものとは］本来的には動くべきで

あり動くことが可能であるが、本来的に動くべきところで、動くべき仕方で動かないもの

のことである。……わたくしはこの最後のものだけを「静止している」と呼ぶ」（226b18）

と述べている。「現前性」は、静止のように見えるが、運動状態の中での均衡だというの

である（GA18: 174）。かくして、〈動的均衡〉として現出する存在は時間的なあり方をす

るということになる。このような存在理解が「アリストテレス解釈」の到達点であり、時

間を「存在一般の意味」の地平と考える『存在と時間』の着想に基盤を提供するものであ

った。 

 

第二節 ピュシス論の不徹底 
『存在と時間』は、「事実性の解釈学」から一歩進んで、「存在一般の意味」を問うこ

とを目的とした。この目的のために、ハイデガーは現存在（＝人間）という存在者に問い

かける。その理由は、現存在が存在理解を有するという点において、「範例的（exemplarisch）」

だからであると説明される。そして、ハイデガーは現存在の存在理解の地平である時間性

に呼応して、テンポラリテートこそが存在の意味の地平をなすと考えた。このような『存

在と時間』の構造はこれを超越論哲学と見なす解釈を許容する。ここには、現存在の構造

が存在の意味一般を規定するという着想が見られるからである。 

とはいえ、『存在と時間』を超越論哲学としてのみ解釈するとすれば、それは誤解を招

きかねない。現存在の構造が存在一般の意味を規定しうるのは、現存在が存在者を認識す

る主観であるからではない。その場合には、現存在やそれが対象とする存在者を規定する

存在との関係がさらに問題となってしまう。現存在の構造が存在一般の意味を規定しうる

ということが可能になるのは、現存在の構造が世界における存在の生成のあり方を反映す

るものであり、存在の開示という存在論的な出来事すら存在の生成の一環として位置づけ

られている場合においてのみである。まさに、「アリストテレス解釈」のピュシス解釈は

このような関係のあり方を記述するという課題に取り組むものであった。現存在を自然学

的に記述しなおすことによって初めて、存在を時間的なものとして捉え直す『存在と時間』

の目論見は理解可能なものとなるのである。 

それでは、このようなピュシス論の課題は十分に果たされたであろうか。一方において、

ハイデガーは、以上において見てきたように、様々なプシュケーを連続的なものとして理

解しているアリストテレスの生命論を受容することによって、現存在をピュシスとの連続

性において考察しているのみならず、さらに、人間から動物にいたる諸生命を共通の地盤

から理解する可能性を切り開いている。それが十分に展開されれば、人間のみに限定され
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ない現存在一般の構造を解明することも可能であったろう。 

しかし他方において、ハイデガーは人間と動物とを対比的に記述するにとどまり、前者

を特権的な存在者であると解釈してしまっている23。ピュシスの生成にあって主要な役割

を果たすのは人間の思考のみであるというのであれば、解釈学的循環の運動がそのままで

ピュシスの運動でもあるということになり、自然学的記述は開示性の構造分析に何も独自

なものは付加しないことになってしまう。だとすれば、「開示性の構造の自然学的考察」

という課題は一旦達成されさえすれば、ただちに、忘却してもかまわないということにな

ってしまう。実際、『存在と時間』への道はそのような経過をたどり、ピュシス論は放置

されることになる24。自然学的記述に独自な可能性を展開することができなかったために、

ハイデガーは人間と存在とを対比的に考える図式に囚われ続けることになる。このような

図式への囚われに『存在と時間』の挫折の一因を求めることもできよう25。だとすれば、

「アリストテレス解釈」において不徹底であった生の自然学的記述を、ハイデガーを超え

て遂行することにより、ハイデガーの問いを先に進めるという可能性が開かれるのではな

いか。 

 

 

第四章 ピュシス論の射程 
 

第一節 ピュシス論の徹底 
人間から現存在の構造を理解するのではなく、現存在の構造から人間を含む生のあり方

を理解するのでなくてはならない。1924 年夏学期の講義は人間と動物を共通の地盤から考

える視点も提供している。両者はともに世界内存在であり、その活動はともにピュシスの

運動の中へと埋め込まれているのであった。このような着想を徹底するとき、世界内存在

というあり方は、自然から、動物を経由して、人間までもを貫く諸力の複雑に絡みあう相

互交渉関係を表現しているということになる26。 

                                                        
23 一方において、世界内存在という用語は、生命一般に関して用いられており、人間に限定されて

いない（GA18: 47）。しかし他方において、動物の音声と人間のロゴスとを対比的にとらえ、音声

に依拠する動物を無目的的な自然の運動に近いものと解釈し、本来の意味での開示は人間にのみ可

能であるともしている（GA18: 50）。このような考え方は後の講義にも受け継がれていく。1929/30WS
の講義では、「１．石（物質的なもの）は世界なしで（weltlos）存在する、２．動物は世界という

点で貧しい（weltarm）、３．人間は世界形成的である（weltbildend）」と述べ （GA29/30, 263）、

『形而上学入門』では「動物は世界をもたず、環境世界すらもたない」と述べている（GA40: 48）。  
24 それが取り戻されるのは 30 年代になってからのことである。 
25 『存在と時間』は現存在を人間という範例を通して解釈できるとしたが、このような発想は、人

間の存在理解を本来的なものに立ち帰らせることによって、根源的な存在理解を取り戻すことがで

きるという着想をもたらし、さらに、ナチズムへの過大な評価をももたらしてしまった。だが、人

間の思惟にはこのような過大な役割を担うことはできない。ここに、『存在と時間』の限界があっ

たように思われる。 
26 アリストテレスは『動物部分論』の第一章において、純粋思惟の領域を研究対象から除外し、か

つ、「抽象的なもの」もまた除外している。生命論は生成を形相との関係において素材的な側面か

ら考察するが、その対象領域は形相の側面からだけでも、素材の側面からだけでも十分な記述がで

きないような領域を取り扱うからである。したがって、形相としての側面が不要な領域（純粋な物

理学）や素材としての側面が不要な領域（純粋な思惟）に関しては自然学の領域ではないというこ
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このような着想は現代の生物学の観点に接近することになる。というのも、現代の生物

学においては「知的な設計」を用いずに生命を説明することがその条件となっているから

である。例えば、生命の起源を説明するという課題は、現存する生命にとって不可欠な三

つの条件、１）細胞膜、２）代謝回路、３）遺伝システムの発生を物質間の相互作用だけ

で説明しようとするものである27。同様の事情のもとで、思考と呼び習わされてきたもの

すら、神経細胞の相互作用として説明されることになる。例えば、エーデルマンの神経ダ

ーヴィニズムはシナプス群の相互作用（シナプス結合の発生と淘汰）を通して脳のシステ

ムが形成されると考えている28。それどころか、〈思考〉を、環境の情報の受容し、それ

を情報処理することで、環境に対して相応しい仕方で反応することであると解釈し、それ

がどのような媒体（例えば、脳神経系や物質回路など）によってなされているのかを捨象

することが許されるならば、単細胞生物ですら〈思考〉を行っていることになる29。 

確かに、物質回路による反応までも〈思考〉と呼ぶのは擬人的な外挿法（extrapolation）

のそしりを免れないかもしれない。実際、これらの事例に欠けていて、狭義の思考にのみ

含まれるような条件として、意識、クオリア、シュミレーション能力などといった諸条件

を列挙することは必ずしも困難ではない。中でも、クオリアは諸性質の複雑な絡み合いを

一つの質（例えば、ウーシア）として看取することを可能にしたし、シュミレーション能

力は生命が長い歴史の中で成し遂げてきたような試行錯誤を脳内で行うことを可能にした

が、これらは画期的なイノベーションであった。だからこそ、これらの諸条件こそが思考

に本質的なものであると見なされ、それがいかにして可能になったのかが探求されてきた。

だが、まさにそのような探求は、皮肉なことではあるが、その本性からして、狭義の思考

が、「前思考」と連続的であり、その条件の上に機能が蓄積されることによって成立して

いるということを論証せねばならない。すると、狭義の思考は、生命の歴史が蓄積してき

た諸イノベーションの延長線上にあり、必ずしも特殊なものとはいえないということにな

る。 

以上のような着想に基づけば、〈思考〉とは相互作用の中で新たな関係性を紡ぎ出すこ

とであり、しかも、その領域は、生命一般のみならず、物質の領域にまで連続的に広がっ

ていると考えることもできよう。だとすれば、〈思考〉こそが存在を生成させることであ

                                                                                                                                                                   
とになる。なるほど、このようなアリストテレスの着想は重要である。ただし、これは自然学とい

う学問領域の区分を確定するものではない。むしろ、自然学という接近方法の着想を示すものであ

る。すなわち、自然学とは生成を両側面の相互作用からなる運動としてみる活動であり、物理学に

おいてもそのような見方は可能であろうし（例えば、プリゴジン）、逆に、純粋な思惟においても

同様な見方は可能となろう（例えば、エーデルマン）。だとすれば、すべての領域を自然学として

見るという立場も不可能ではないことになる。 
27 de Duve, Christian, (2005), Singularities: Landmarks on the Pathway of Life, Cambridge U.P.（2007, 中村桂子監

訳, 『進化の特異事象』, 一灯社）, 邦訳: 147. 
28 Edelman, Gerald, M., (1992), Bright Air, Brilliant Fire, BasicBooks. （1995, 金子隆芳訳, 『脳から心へ』, 新
曜社）.  

29 田中博, (2007), 『生命：進化する分子ネットワーク』, パーソナルメディア : 113f. もちろん、物質

回路による〈思考〉には脳神経系による思考ほどの柔軟性や多様性は見られない。しかし、それが

環境との相互作用の中で形成されたものであり、その意味でのイノベーションであるという点にお

いては何ら変わることのないものでもある。以上のように考えるならば、生命は、人間とは別の仕

方かもしれないが、〈思考〉しているようにも思われる。 
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るということになり、逆に、存在の生成は〈思考〉によって達成されるということにもな

る。ここにおいて、〈思考〉と存在とは相即的な関係にあることになり、同一の相互作用

のネットワークを、文脈に応じて、〈思考〉としても、存在としても解釈することが可能

となる。そして、その総体としてのピュシスは、生という事実的に繰り広げられる相互交

渉関係の中での秩序の生成と再構築として理解されることになる。ここにおいて、開示性

の本質は、存在者の相互関係が自らの回路を編み直すことにあるということになる。この

ような発想は、プリゴジンの「混沌からの秩序」という「新しい自然学」の構想に接続す

ることになる30。 

 

第二節 ピュシス論の開く可能性 
以上のようなピュシス論は人間をピュシスの中に解消してしまうかのように見える。し

かしながら、そのような視座を切り開くことによって、逆に、人間による狭義の思考が果

たしている役割に光を当てることもまた可能になる。一般に人間による狭義の思考の特徴

はクオリアや意識にあるとされる。これらの現象は存在の開示の一つのあり方として解釈

することができよう。先述のエーデルマンはクオリアの役割を「複雑で入り組んだ領域で

なされる高次元の識別」31にあるとしている。個々の感覚器官は個別的な情報を伝えるに

過ぎないが、それらを統合することによってより複合的な事象を識別することが可能にな

る。クオリアの存在はそのような識別を行動にフィードバックさせることを可能にすると

いうのである。だとすれば、クオリアの本質は、ありありとした質感そのものにあるとい

うよりも、それが可能にする識別の高度化にあることになる。すると、クオリアを伴う人

間の思考といえども生命の〈思考〉の一種であり、クオリアはそれを加速させるための手

段の一つでしかないということになる。このように考えれば、多様なクオリアの経験を統

合するとともに、その時間的な変化をも統合するような意識もまた同様に多次元的な識別

を行動へとフィードバックさせるという役割を果たしていると解釈することができる。さ

らに、人間の場合、思考を言語として表現にもたらし、それを共同体での相互作用に委ね

るが、そのような仕方での相互作用もまた一種の〈思考〉と見なすことができる。このよ

うに、〈思考〉を様々な相に連続するものと見なすことによって、かえって、それぞれの

相の特殊性が際立ってくる。〈思考〉によるイノベーションという側面を重視するならば、

それぞれの〈思考〉の本質は、必ずしも主観的内容から規定することはできず、むしろ、

クオリア、意識、言葉といった主観的内容を利用することで達成される新たな可能性を通

してのみ考えることができるということになる。 

このように、人間から自然を理解するのではなく、自然の一環として人間を理解するこ

とで、自然における人間の独自な役割とその限界を考えることができるようになる32。そ

                                                        
30 蔵本由紀はプリゴジン以来の非線形科学を「新しい自然学」と呼んでいる（蔵本由紀 , （2003）, 『新

しい自然学』, 岩波書店）。 
31 Edelman, Gerald, M., (2004), Wider than the Sky, Yale U.P. （2006, 冬樹純子訳, 『脳は空より広いか』, 草
思社）, 邦訳 : 85. 

32 周知のように、アリストテレスは、ピュシス（自然）の運動の究極的原因は「自らは不動であり

ながら動かす或る者」（1072b9）であるとし、これを神と解釈した（1072b25）。そして、アリス
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して、このような課題を具体的な仕方で展開することによって、存在への問いの意義を新

たな観点から問い直す可能性もまた開かれる。そもそも、存在と存在者を区別する存在論

的差異という着想はいかなる役割を果たしているのであろうか、そして、それは人間と自

然に対していかなる可能性と限界をもたらしているのであろうか。 

 

Hideki MORI 
Die Tragweite der Physis-Lehre beim frühen Heidegger 

 

                                                                                                                                                                   
トテレスはこのような神的なもの（θεἶον）に参与すること、すなわち、テオーレイン（θεωρεῖν）
［観照する、神託を受け取る］こそが人間の能力を最も発揮することであるとしている（1072b25）。
とはいえ、以上において見てきたように、人間はピュシスの運動に内在するものでしかなく、その

全体を見通すような位置にはない。「この観照は最も快であり最も善である。そこで、もしこのよ

うな良い状態に―われわれはほんのわずかの時しかいられないが―神は常に永遠にいるのだ」

（1072b25）。人間にはピュシスを部分的に望見することはかなうかもしれないが、それを見通す

ことは不可能だというのである。このように、人間の思考は限定された役割しか担えない。だとす

れば、私たちに可能なのは、試行錯誤を繰り返す中でピュシスを望見することだけである。 



なぜ若きハイデガーは『動物運動論』を「広範な基盤」として『魂について』と 

『ニコマコス倫理学』を解釈する計画を『ナトルプ報告』で立てたのか（坂下浩司） 

 ⓒ Heidegger-Forum vol.2 2008  
 

 90 

なぜ若きハイデガーは『動物運動論』を「広範な基盤」として 

『魂について』と『ニコマコス倫理学』を解釈する計画を 

『ナトルプ報告』で立てたのか 

―〈引用研究〉と〈参照指示研究〉による 
ハイデガーの断片的テクストへのアプローチ― 

 

坂下 浩司（南山大学） 

 

 

はじめに ―アリストテレス論第２部構想をめぐって 
 

1922 年秋に成立した『ナトルプ報告』のアリストテレス論構想を見ると、その第１部は

『ニコマコス倫理学』『形而上学』『自然学』、第２部は『形而上学』『動物運動論』『魂

について』そして再び『ニコマコス倫理学』を解釈することが計画されていたことが分か

る。 

 

〔Ｔ０1〕「本研究の第二部では、解釈の重点を『形而上学』第七巻、第八巻、第九巻に置く。

……〔中略〕……ついで、この存在論的な地平の中に『〔ニコマコス〕倫理学』を置くことによ

って、同書が、人間存在、人間の生、生という動性をもった存在者の解明であることが明らかに

される。それは、まず先に、生という存在分野が特定の動性であることを解明し（『動物運動論』

の解釈）、その広範な基盤の上に立って『魂について』をその存在論的＝論理的な体制に向かっ

て解釈するという手順でなされる」（GA62, 397. 『思想』版高田訳2、p.39）。 

 
高田氏の邦訳も Van Buren の英訳3も、この箇所に注をつけていない。しかし、第２部のこ

のリストは非常に興味深いと思われる。 

まず、古代哲学史の知識がある人にとって興味深いはずである。『形而上学』、『ニコ

マコス倫理学』、『魂について』は、アリストテレスの主著として知らぬ人のない大著で

あるが、これらと比べると、『動物運動論』は、ボリュームの点だけみても片々たる小著

であり（ベッカー版アリストテレス全集で６頁しかない）、また知名度の点でもかなり見

劣りするように思えて、なぜこのような小篇が３つの主著と肩を並べるように言及されて

おり、また、『ニコマコス倫理学』や『魂について』の解釈にとっての「広範な基盤」に

                                                        
1 「Ｔ～」は、本論文におけるハイデガーの引用の整理番号。「Ｔ０」から「Ｔ３７」まである。 
2 高田珠樹訳、マルティン・ハイデッガー「アリストテレスの現象学的解釈─解釈学的状況の提

示―」、『思想』、813 号、1992 年 3 月、岩波書店、pp.4-42。 
3 Van Buren, J. (ed. ), Martin Heidegger, Supplements: From the Earliest Essays to Being and Time and Beyond . SUNY, 

2002. p.143. 



なぜ若きハイデガーは『動物運動論』を「広範な基盤」として『魂について』と 

『ニコマコス倫理学』を解釈する計画を『ナトルプ報告』で立てたのか（坂下浩司） 

 ⓒ Heidegger-Forum vol.2 2008  
 

 91 

なるのかと興味を持つであろう。 

さらに、アリストテレスの専門家にとっても興味深いはずである。『ナトルプ報告』が

書かれたのは、1922 年。しかし、アリストテレス研究者として著名なイェーガーが、長い

間偽作の疑いをもたれてきた『動物運動論』の真作性を論証したのが、その 9 年前の 1913

年のことなのである4。ハイデガー自身、1926 年夏学期講義『古代哲学の根本諸概念』で、

「『動物運動論』、アリストテレスの真著。これはＷ・イェーガーが証明した」と述べた

記録が残っている5。当時の最新のアリストテレス研究の成果をきちんとフォローしている

だけでも特筆すべきことであるが、『動物運動論』を、アリストテレスの主著の解釈にと

っての「広範な基盤」にするほどに重視する点が驚くべきことなのである。というのは、

現代のアリストテレス研究者たちの間で、『動物運動論』が注目すべき著作であるという

認識が広まったのは、おそらく、1978 年の Nussbaum の画期的な研究6以来のことだからで

ある。たとえば、Nussbaum の研究以前の訳である岩波版アリストテレス全集の島崎訳では、

『動物運動論』と『動物進行論』の解説が、合わせてたったの２頁しかない。いかに重視

されていなかったかが分かるであろう。それゆえ、Nussbaum の研究以前にこれほど『動物

運動論』を重視できたのは驚くべきことなのである。いったい、ハイデガーは、『動物運

動論』のどこに注目して、それほどの重要性を認めるにいたったのだろうか？ 

 そこで、次のように問うてみたい─『動物運動論』の何がそんなに若きハイデガーの

関心をひいたのだろうか？ そして、なぜ『魂について』や『ニコマコス倫理学』よりも

むしろ『動物運動論』が「広範な基盤」になると判断されたのだろうか？─これはおそ

らく、ハイデガーの専門家によっては問われたことのない問いであろう。しかし、初期ハ

イデガーのアリストテレス受容に関する新しい発見へといざなわれるような問いではない

かと私は考えている。 

 なお、本論文では、〈引用研究〉と〈参照指示研究〉という手法を用いたい。これは、

たとえばギリシア語の単語や文章が羅列されているだけ、あるいは、ギリシア語の著作へ

の参照箇所が列挙されているだけにしか見えないハイデガーの断片的なテクストの隠され

た意図を読み解くために私が有効だと考えて仮に作ってみた手法である。〈引用研究〉と

〈参照指示研究〉は、ギリシア語のどの著作のどの箇所が何回引用ないし言及されている

か調べることと、参照箇所が指示されているだけの場合は、その箇所へもどってギリシア

語テクストをハイデガーの指示通りに実際に読んでみることからなる。本論文では、この

手法を『ナトルプ報告』「付論」の一部にしか適用していないが、本論文を読まれた方が、

もしこの手法の有効性を感じられたなら、「付論」やその他の断片的テクストのさらなる

分析をおこなっていただきたいと思う。 

 

 
                                                        
4 Jaeger, W., Das Pneuma im Lykeion. Hermes, Bd.48, 1913. pp.29-74（特に「I. Die Schrift Peri zoon kineseos in 

ihren litterarischen Beziehung zu den Schriften des Aristoteles」（pp.31-42））; Jaeger, W., Aristotelis De 
Animalium motione et De Animalium Incessu. Ps-Aristotelis De Spiritu. Leipzig (Teubner), 1913 によって。 

5 GA22, 308（邦訳版全集、p.359）の「メルヘン筆記録」第 83 節。 
6 Nussbaum, M. C., Aristotle’s De Motu Animalium. Princeton, 1978. 
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第１章 『ナトルプ報告』への「付論（Beilagen）」の分析の開始 
─アリストテレスのどの著作のどの箇所へ何度言及しているのか 

 

 1989 年の『ディルタイ年報』第６号に『ナトルプ報告』が発表された際には、この問い

を追求する手がかりがほとんどなかった。しかし、2005 年の全集第 62 巻7によって、その

手かがりが与えられたと思われる。 

 まずは、『ナトルプ報告』の「付論」（GA62, 403-415）において、アリストテレスのど

のようなテクストが、何回くらい言及されているのか、また、『動物運動論』に言及され

ている付論はどれか、などを調べてみることが、手がかりになるであろう。それを一覧表

にすると、次のようになる。 

 

GA62 の「付論（Beilagen）」で言及されているアリストテレスのテクスト一覧 
 

付論１ 

『ニコマコス倫理学』第６巻第 13 章 

付論２ 

『魂について』第３巻第 10 章 

付論３ 

『魂について』第１巻第４章 

『ニコマコス倫理学』第６巻第２章（２回） 

『ニコマコス倫理学』第６巻第６章 

『ニコマコス倫理学』第６巻第８章 

『ニコマコス倫理学』第６巻第９章 

『ニコマコス倫理学』第６巻第 12 章 

『政治学』第１巻第５章 

付論４ 

『ニコマコス倫理学』第６巻第７章 

『ニコマコス倫理学』第６巻第 12 章 

『魂について』第３巻第３章 

『魂について』第３巻第５章 

『魂について』第３巻第 10 章 

付論５ 

『魂について』全体 

『魂について』第３巻第 10 章（２回） 

『動物運動論』第６章 

                                                        
7 Band 62:Phänomenologische Interpretationen Ausgewählter Abhandlungen des Aristoteles zur Ontologie und Logik; Anhang: 

Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles (Anzeige der Hermeneutischen Situation) Ausarbeitung für die Marburger 
und die Göttinger Philosophische Fakultät. Frankfurt am Main, 2005. 
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『動物運動論』第７章 

『ニコマコス倫理学』第６巻全体 

『ニコマコス倫理学』第６巻第２章 

付論６ 

『動物運動論』第７章 

『動物運動論』第１１章 

付論７ 

『形而上学』第６巻第１章 

『ニコマコス倫理学』第１巻第７章 

『ニコマコス倫理学』第６巻第２章（２回） 

『政治学』第５巻第 10 章 

付論８ 

『魂について』第３巻第 10 章 

『ニコマコス倫理学』第６巻第２章（２回） 

付論９ 

『魂について』第３巻第９章 

『ニコマコス倫理学』第６巻第２章（２回） 

付論 10 

『魂について』第１巻全体 

付論 11 

『ニコマコス倫理学』第６巻第４章 

付論 12 

『ニコマコス倫理学』第６巻第２章（４回） 

付論 13 

『ニコマコス倫理学』第３巻第４章 

『ニコマコス倫理学』第６巻第 10 章 

付論 14 

アリストテレスのテクストは特に挙げられていない 

 

 以上、結論を述べれば、『ニコマコス倫理学』第６巻第２章が最多で 13 回登場している

（次に多いのは『魂について』第３巻第 10 章で５回登場している）。では、まず、ハイデ

ガーが『ニコマコス倫理学』第６巻第２章（EN.VI.2）にこれほど多く言及していることの

意味を明らかにして、本論文の解釈の方向性を定めよう。 

 

 

第２章 ハイデガーが「付論」において『ニコマコス倫理学』 
第６巻第２章（EN.VI.2）に何度も言及する意図は何か 

─本論文の解釈の方向性 
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『ニコマコス倫理学』第６巻第２章が出てくる「付論」の部分の筆者による訳8とコメント 

 

Ｔ１：付論３「ヌースⅠ」 

全集第 62 巻 403 頁の下から２行目から 404 頁の上から５行目まで 

「人間の定義に注意を払え──プシューケー（魂）すなわちここではヌース
．．．．．．．．．．．

（知性
．．

）をもつ
．．．

ゾ

ーオン（動物）であるということに！／ 

 そこ〔ヌース〕からエンテレケイア
．．．．．．．

（完全現実態
．．．．．

）を見ること。／ 

 本来的に生を可能にすること、そして、生を導くもの─エン・テー・プシューケー・キュ

ーリア（魂の内の支配するものども）［『ニコマコス倫理学』第６巻第２章 1139a17sq.］─が、

導くもの（1143b〔35-36,キューリオーテラー（より支配的）、あるいは、アルケイ・カイ・エ

ピタッテイ（支配し指令する）〕,［『ニコマコス倫理学』］第６巻第 12 章）として、おのれ

を存在において開示する
．．．．

（offenbart）のだ。／ 

 つまり、人間の現存在
．．．

（Dasein）は、世界へ─存在へ用立てられていることにおいて根本的

に存立している（der Grundbestand an Gestelltsein zur Welt – zu Sein）。 

 始めに何もない
．．．．

のではなく、完全に見ること（volles Sehen）〔ヌース〕があるのだ」。 

筆者のコメント１：ここで、EN.VI.2 は、生を本来的に可能にし導くものがヌースである

ことを示すために言及されている。 

 

Ｔ２：付論３「ヌースⅠ」 

同 404 頁 16-17、18-21 行目 

「その〔ヌースの〕二つの根本的な方向であるソピアー─プロネーシス」。 

「ソピアー─プロネーシス：真実化の─固有化の諸遂行、諸時熟、諸動性
．．．

。／ 

 参照せよ、カト・ハース・ウーン・ヘクセイス［この複数形は二つ］マリスタ
．．．．

（それゆえそ

れらによって最も
．．

〔真理に到達させるようにするところの魂の〕諸状態）（参照せよ、［『ニ

コマコス倫理学』第６巻第２章］1139b12sq.）」。 

筆者のコメント２：ここで、EN.VI.2 は、ヌースの二つの根本的な方向がソピアーとプロ

ネーシスであり、両方とも真理に到達させるものであることを示すものとして使われてい

る。 

 

Ｔ３：付論５「ヌースⅢ」 

同 406 頁 17-19 行目 

「［『ニコマコス倫理学』第 6 巻第 2 章］1139a fin.〔「しかしながら、思考それ自体は何も動

かさない。動かすのは、何かを目的とした思考、すなわち行為に関わる思考である」〕を参照

せよ」。 

                                                        
8 原文のイタリックには傍点を付した。理解のため、「／」で、ハイデガーの原文にはない改行を

行った（見やすくするため、段落と段落の間を１行あけることもある）。「〔 〕」は、筆者によ

る補い。箇所しか挙げられていないアリストテレスの著作は、対応する文を補った。 
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筆者のコメント３：ここで、EN.VI.2 は、思考それ自体は動かさず、目的をもって実践す

る思考が動かすということを示すものとして使われている。 

 

Ｔ４：付論７「ディアノイア・プラークティケーⅠ」 

同 407 頁 7-8 行目 

「ディアノイア
．．．．．．

・プラークティケー
．．．．．．．．

─テオーレーティケー
．．．．．．．．．

─ポイエーティケー
．．．．．．．．

（［『ニコ

マコス倫理学』第６巻第２章］1139a26sqq.〔「行為に関わるもの（プラークティケー）でもな

く制作に関わるもの（ポイエーティケー）でもない『観想に関わる思考（テオーレーティケー・

ディアノイア）』の善し悪しとは、もっぱらその真偽にある」。「他方、行為に関わる思考的

なものの機能とは、正しい欲求（オレクシス）に一致している真理を捉えることである」〕）。  

筆者のコメント４：ここで、EN.VI.2 は、「プラークティケー─テオーレーティケー

─ポイエーティケー」という三つの言葉の用例として引かれているだけなのだが、「行
．

為
．
に関わる思考は、正しい欲求

．．
に一致している真理

．．
を捉える」という言葉から分かるよう

に、行為と真理をつなぐものは欲求であることを述べている箇所であることが重要であろ

う。 

 

Ｔ５：付論７「ディアノイア・プラークティケーⅠ」 

同 408 頁 4-5 行目 

「キューリオン（支配するもの）・プラークセオース(I.)（行為を）・カイ（そして）・アレー

テイアース(II.)（真理を）［参照せよ、『ニコマコス倫理学』第６巻第２章、1139a18］として

のノエイン
．．．．

（思惟すること
．．．．．．

）」。 

筆者のコメント５：ここで、EN.VI.2 は、真理も行為も支配するものが、ヌースの活動で

あるノエインであることを示すものとして引用されている。 

 

Ｔ６：付論８「ディアノイア・プラークティケーⅡ」 

同 409 頁 6 行目 

「ロゴス
．．．

・ホ
．
・ヘネカ

．．．
・ティノス

．．．．
（特定のことのための道理

．．．．．．．．．．．
）［『ニコマコス倫理学』第６巻

第２章 1139a32sq.〔「ところで、行為のアルケー（始点）─すなわち、目的ではなく、動き

のアルケー─とは、プロアイレシス（選択）であり、プロアイレシスのアルケーは、オレク

シス（欲求）と、ロゴス・ホ・ヘネカ・ティノス（特定のことのための道理）である」〕］」。 

筆者のコメント６：ハイデガーが直接に引用している言葉「ロゴス・ホ・ヘネカ・ティノ

ス」だけからでは分かりにくいが、EN.VI.2 は、プロアイレシスがオレクシスとロゴスか

らなることを示すために言及されているとみてよいであろう。 

 

Ｔ７：付論８「ディアノイア・プラークティケーⅡ」 

同 409 頁のハイデガー自身の注 16 

「［『ニコマコス倫理学』第６巻第２章］1139b4 sq.、オレクティコス・ヌース（欲求的な思考）

＝オレクシス・ディアノエーティケー（思考的な欲求）＝プロアイレシス─「そのようなア
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ルケーが人間なのである」を参照のこと」。 

筆者のコメント７：ここでも、テクスト６と同じく、EN.VI.2 は、プロアイレシスがオレ

クシスとロゴス（ここではヌース）からなることを示すために言及されているとみてよい

であろう。 

 

Ｔ８：付論９「ディアノイア・プラークティケーⅢ」 

同 410 頁 2-5 行目 

「ディアノイア・アウテー（思考それ自体）［参照せよ、『ニコマコス倫理学』第６巻第２章、

1139a35sq.〔「思考それ自体は何も動かさない」〕］──ひたすらに認めて受け取ることそれ自

体（Durchvernehmen als solches）は、すなわち、純粋にただ見入りながら、アウテー、それ自身

としては、その事実的な交渉からは解放されており、〈何も動かさない〉、つまり、行為へ何

も導かないし、そこにそもそも気遣いの傾向（Sorgenstendenz）はない」。 

筆者のコメント８：ここで、EN.VI.2 は、思考それ自体は動かさないことを示すために言

及されている。 

 

Ｔ９：付論９「ディアノイア・プラークティケーⅢ」 

同 410 頁下から 3-1 行目 

「行為することの何であるか
．．．．．．．．．．．．

（Das Was des Handelns）─行為することにおいて配慮的に気遣わ

れていること─は、何のためにかということそのものである！何のためにかということ─

行為すること自体、しかも、善きものとしてのそれ。エソメノン（成ること、未来のこと）

─エンデコメノン（〔他の仕方でもあることが〕可能なこと）［参照せよ、『ニコマコス倫

理学』第６巻第２章、1139b8］」。 

筆者のコメント９：ここで、EN.VI.2 は、行為の本質としての目的である善と可能性の関

係を示すために言及されている。これは、行為の実践的三段論法による分析が、大前提に

善を、小前提に可能なものをもつことを暗示している。本論文にとって重要な意味を持つ

テクストである。 

 

Ｔ１０／１１：付論１２「ヌース・プラークティコス」 

同 412 頁 5-8 行目 

「参照せよ、［Ｔ１０『ニコマコス倫理学』第６巻第２章］1139a18〔「行為と真理を支配する

もの」〕、プラークシス（行為）─アレーテイア（真理）。／ 

いかにして両者〔行為と真理〕は決定的なものとして重なるのか、両者が関係しているのは

何か？／ 

プロアイレシス
．．．．．．．

（選択
．．

）である！［Ｔ１１〔『ニコマコス倫理学』第６巻第２章 1139〕a23sqq.

〔「プロアイレシス（選択）は、ブーレウティケー（思案に基づく）オレクシス（欲求）であ

る」〕］／ 

そして、これ〔プロアイレシス〕が、ここでは、人間の存在（das Sein des Menschen）を意味

するのだ。すなわち、欲しつつ
．．．．

認めて受け取ること（ausseiendes Vernehmen）──〈～を
．．

気遣う
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こと（Sorgen um）〉」。 

筆者のコメント１０／１１：ここで、EN.VI.2 は、行為と真理の両方を司るものがプロア

イレシスであることを示すために言及されている。 

 

Ｔ１２：付論１２「ヌース・プラークティコス」 

同 413 頁 1-2 行目 

「行為は交渉であり、したがって、何によってかということを、存在するものとして、真実化

において与えること
．．．．．

（das Womit als Seiendes in Verwahrung geben）なのである（参照せよ！［『ニ

コマコス倫理学』第６巻第２章］1139a17〔「行為と真理を支配するもの」〕）」。 

筆者のコメント１２：ここで、EN.VI.2 は、行為と真理が関係していることを示すために

言及されている。 

 

Ｔ１３：付論１２「ヌース・プラークティコス」 

同 413 頁 11-16 行目 

「参照せよ！［『ニコマコス倫理学』第６巻第２章］1139a33、アネウ・ヌー・カイ
．．

・ディアノ
．．．．

イアース
．．．．

（「知性や思考
．．．

がなく〔性格としての状態もなければ、プロアイレシス（選択）はあ

りえないのである〕」）。／ 

両者（ヌースとディアノイア）が挙げられている理由！ ヌースは、同時に何の
．．

ためかとい

うこと（Weswegen）を認めて受け取ること（Vernehmen）である！ ディアノイアは、これの

ためにということ（Deswegen）をひたすらに認めて受け取ること（Durchvernehmen）である」。  

筆者のコメント１３：ここで、EN.VI.2 は、目的を介してヌースとディアノイアを連続的

なものとしてみることができることを示すために言及されている。しかし、プロアイレシ

スの成立に思考的なものと行為的なもの両方が必要であることを示す箇所であることも重

要である。 

 

 以上で、13 個のテクストの検討は終わった。 

 さて、『ニコマコス倫理学』第６巻第２章で言及されている箇所は、ベッカー版の順序

で並べ替えて一覧表にすれば、以下のようになる。 

 

『ニコマコス倫理学』第６巻第２章で言及されている箇所の一覧表 

 

Ｔ１、 1139a17 sq. 

「魂の内の支配するものども」 

Ｔ１２、1139a17 

「行為と真理を支配するもの」 

Ｔ５、 1139a18 

「行為と真理を支配するもの」 

Ｔ１０、1139a18 
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「行為と真理を支配するもの」 

Ｔ１１、1139a23sqq. 

「プロアイレシス（選択）は、ブーレウティケー（思案に基づく）オレクシス（欲求）である」 

Ｔ４、 1139a26 sqq. 

「行為に関わるもの（プラークティケー）でもなく制作に関わるもの（ポイエーティケー）でも

ない『観想に関わる思考（テオーレーティケー・ディアノイア）』の善し悪しとは、もっぱらそ

の真偽にある」 

「他方、行為に関わる思考的なものの機能とは、正しい欲求（オレクシス）に一致している真理

を捉えることである」 

Ｔ６、 1139a32 sq. 

「ところで、行為のアルケー（始点）─すなわち、目的ではなく、動きのアルケー─とは、

プロアイレシス（選択）であり、プロアイレシスのアルケーは、オレクシス（欲求）と、ロゴス・

ホ・ヘネカ・ティノス（特定のことのための道理）である」 

Ｔ１３、1139a33 

「知性や思考がなく、性格としての状態もなければ、プロアイレシス（選択）はありえないので

ある」 

Ｔ８、 1139a35 sq. 

「思考それ自体は何も動かさない」 

Ｔ３、 1139a fin. 

「思考それ自体は何も動かさない。動かすのは、何かを目的とした思考、すなわち行為に関わる

思考である」 

Ｔ７、 1139b4 sq. 

オレクティコス・ヌース（欲求的な思考）＝オレクシス・ディアノエーティケー（思考的な欲求）

＝プロアイレシス─「そのようなアルケーが人間なのである」 

Ｔ９、 1139b8 

エソメノン（成ること、未来のこと）─エンデコメノン（〔他の仕方でもあることが〕可能な

こと） 

Ｔ２、 1139b12 sq. 

ソピアー─プロネーシス。それらによって最も〔真理に到達させるようにするところの魂の〕

諸状態。 

 

 以上をまとめれば、特定の箇所では、1139a17-18 が、最多で 4 回（Ｔ１：1139a17 sq.、Ｔ

１２：1139a17、Ｔ５：1139a18、Ｔ１０：1139a18）言及されており、ハイデガーが『ニコ

マコス倫理学』第６巻第２章を読む際の根本的な観点を示していると思われる。それは、

「行為と真理を支配するもの」である。ハイデガーは、『ニコマコス倫理学』第６巻第２

章で、行為に関わるものと思考に関わるものを統一する根本的なものは何かということを

探求するというテーマを見ていると解することができよう（また、ソピアーとプロネーシ

スの関係というテーマとも関係するかと思われる。Ｔ２を参照）。 
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 そして統一するものは、プロアイレシスであるとされ、プロアイレシスは、ロゴス（あ

るいはヌース、ブーレウシス（思案））とオレクシスからなるとされる（Ｔ１１、４、６、

１３、７）。 

 以上から、プロネーシスにおける思考に関わる要素と行為に関わる要素そしてそれらの

関係を明らかにすること、いいかえると、プロネーシスにおけるロゴス（あるいはブーレ

ウシス（思案））という構造とその中でのオレクシスの位置づけを明らかにすることが、

ハイデガーの課題ではないかと推測される。しかも、「思考それ自体は動かさない」に２

回も言及している（Ｔ８、３）ところから、力点は、動かすものであるところの、オレク

シス、あるいは、その対象としてのオレクトン／目的の強調にあるのではないかと思われ

る（このような見通しからすると、Ｔ９が重要になってくる。Ｔ９のコメントを、注 18

がついた文「しかるに、作り出すことに関わる諸前提は云々」とともに見よ）。 

 

 

第３章 「付論５」および「６」の分析 ─「根本現象」としての 
「プロアイレシス（選択）」と実践的三段論法について 

 

 さて、『ニコマコス倫理学』第６巻第２章、『魂について』第３巻第 10 章、そして『動

物運動論』が登場するのは、「付論５」である。これに、『動物運動論』が登場するもう

一つの付論である「６」を加えて、この２つの付論、「５」と「６」を、以下の考察の中

心に置きたい。 

 

『ナトルプ報告』「付論５」および「６」（GA62, 406-7）の筆者による訳とコメント 
 

付論５「ヌース III」 

 

〔Ｔ１４〕『［ニコマコス］倫理学（Eth.[Nic.]）』第 6 巻や『魂について』において、ヌース

（知性）、ディアノイア（思考）、オレクシス（欲求）などが見られている様々な観点に注意

を払え。 

 

筆者のコメント１４：以下、本論文において、「欲求」そして「欲望」という、よく似た

言葉が出てくるが、「欲求」は「オレクシス」の訳で、「欲望」は「エピテューミアー」

の訳であり、オレクシスの方が上位概念であって、「欲求」と「欲望」を混同してはなら

ない。エピテューミアーは、オレクシスの一種であり、不合理な欲求である。 

 

〔Ｔ１５〕根本現象としてのプロアイレシス（選択）を参照すること。／ 

 

筆者のコメント１５：アリストテレスは、「選択（プロアイレシス）とは、わたしたちに

可能なものごとへの、思案した上での欲求（ブーレウティケー・オレクシス）であろう。



なぜ若きハイデガーは『動物運動論』を「広範な基盤」として『魂について』と 

『ニコマコス倫理学』を解釈する計画を『ナトルプ報告』で立てたのか（坂下浩司） 

 ⓒ Heidegger-Forum vol.2 2008  
 

 100 

なぜなら、わたしたちは、思案した上で『判定／決断／決意（クリーネイン）』をしたと

きに、思案にもとづいて欲求することになるからである」（『ニコマコス倫理学』第３巻

第３章 1113a10-12）と言う。つまり、プロアイレシスは、後で触れる「付論１」で注目さ

れている「ヌース・プラークティコス（行為に関わるヌース）」が行う「思案」すなわち

推論（実践的推論ないし実践的三段論法）の結論としての決断という面をもつ。それゆえ、

プロアイレシスと共に実践的三段論法に注目せねばならないのである（このようにしなけ

ればならない根拠は以下でも述べる）。 

 

〔Ｔ１６〕ヌースの根源的性格は、プラークティコスな
．．．．．．．．．

（行為に関わる
．．．．．．

）ものであることだ。

「ヌースとは、何かを目的としてそのために推論するもの
．．．．．．

（ロギゾメノス
．．．．．．

）、すなわちプラー

クティコスなものである」（［『魂について』第 3 巻第 10 章］433a14）。 

 

筆者のコメント１６：「何かを目的としてそのために推論する
．．．．

（ロギゾメノス
．．．．．．

）」という

ギリシア語テクストが引用され注目されていることによって、『ナトルプ報告』のアリス

トテレス論第２部構想の解釈において、合目的的推論、すなわち、実践的推論ないし実践

的三段論法を取りあげることが正当化されるだろう。 

 

〔Ｔ１７〕「なぜなら、オレクシスが対象とするもの、それは
．．．

、プラークティコス
．．．．．．．．

・ヌース
．．．

の
．
アルケー（出発点）であるが、〔このヌースが実践的推論によって到達する〕エスカトン（最

終項）〔が、今度は、プラークシス（行為）の出発点となるからである〕」（［同、a15 以下］）

─〔ここでの最終項とは〕それ
．．

〔実践的推論を行うヌース
．．．．．．．．．．．

〕の
．
最終のもののことである。／ 

〔Ｔ１８〕〔すなわち、〕「認めて受け取り且つ存在を保管・真実化すること9（Vernehmen und 

Seinsverwahren）」、それは、或るもののために
．．．．．．．．

、つまり
．．．

、何かのためということへ方向付けら
．．．．．．．．．．．．．．．．

れていることにおいて
．．．．．．．．．．

、─この〔何かのためという〕態度とそのように〔何かのために〕行

為することを共に遂行するものとしての根本現象
．．．．

〔プロアイレシス
．．．．．．．

〕を終結させること
．．．．．．．

〔実践
．．

的推論の結論を出し決断すること
．．．．．．．．．．．．．．．

〕なのだ
．．．

！ 

 

筆者のコメント１８：「根本現象」とその「終結」について述べるこの箇所も、プロアイ

レシスと実践的推論に注目することを正当化するだろう。 

 

〔Ｔ１９〕「求め（Aussein auf）」の対象10は〈目的
．．

（weswegen）〉という対象性格をもつ。／ 

〔Ｔ２０〕オレクシスのこの「求める行き先
．．．．．．

（worauf）」（オレクトン
．．．．．

（欲求されうるもの）

のこと）は、実践的なヌースにとっては、「出発点
．．．

（von wo aus）」〔アルケー〕である。／ 

〔Ｔ２１〕だから、それ〔実践的なヌース〕は、これ〔行き先でもある出発点〕をもってい

                                                        
9「Vernehmen und Seinsverwahren」全体が、おそらく、根源的にプラークティコスだとされているヌ

ースの動詞形ノエインの意訳であろうと思われる。 
10「Der Gegenstand des Ausseins auf」は、おそらく、前の段落のギリシア語テクストの「フー・ヘー・

オレクシス（オレクシスが対象とするもの）」の意訳であろう。 
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るのでなければならない─それは、この
．．

〔行き先でもある〕アルケーを認めて受け取り保持

するところのものなのである。／ 

〔Ｔ２２〕［『ニコマコス倫理学』第 6 巻第 2 章］1139a 末尾〔「しかしながら、ディアノイ

アそれ自体は何も動かさない。動かすのは、何かを目的としたディアノイア、すなわちプラー

クティケー・ディアノイアである」〕を参照すること。／ 

〔Ｔ２３〕他の仕方でもあれでもこれでもありうるもののアルケー、すなわち、プラークタ
．．．．．

（行為に関わるものども
．．．．．．．．．．

）のアルケー
．．．．．

！「［これがオレクトンである
．．．．．．．．．．．

のだが、］それ（オレク

トン）を通じてディアノイアは動かすのである」〔（『魂について』第 3 巻第 10 章 433a18-1911）〕。 

 

筆者のコメント２３：「動かすこと」への着目は『動物運動論』への着目を生み出すであ

ろう。しかも、「オレクトン」、すなわち、オレクシスの対象を通じてであると言われて

いるので、本論文第４章で論じるオレクシスの重要性も示唆されている。 

 

〔Ｔ２４〕出発点
．．．

（von wo aus）を、そしてもちろん真正にそれを「熟慮して
．．．．

（überlegend）」！ こ

の〈出発点〉は、「目標
．．

（Ziel）」〔行き先〕という性格の内にあるのだ。 

 

筆者のコメント２４：この「überlegen」は、「ロギゼスタイ（推論を行う、勘案する）」

や、それと同義の「ブーレウエスタイ（思案する、あれこれを考え合わせる）」の訳語で

はないかと思われる。したがって、この「überlegen」という言葉も、アリストテレス論第

２部の解釈において実践的推論を取りあげることを正当化するだろう。 

 

〔Ｔ２５〕〔それに対して〕理論的なヌースは、〔実践的な〕テロスという性格の内にない

―〔あるいはむしろ〕端的な！〔理論それ自体が目的であるような〕テロスの内に
．．．．．．

！ある12─

ところのもろもろのアルケーを探し求めて保つ
．．．．．．．．．．．．．．．．．

のだが、このことに対応して、それ〔理論的な

ヌース〕の「認取（Vernehmen）」も別種のもの
．．．．．

なのである。対象の受け取り
．．．．．．．

─価値を受け
．．．．．

取る者
．．．

。一般的に認取する─視を保ち視を
．．

与えることにおいて。アルケー─そこから
．．．．

（von 

wo aus）そのつど存在するものを認取する
．．．．

。存在を保管（真実化）し自分のものにすることを一

般に可能にする。 

〔Ｔ２６〕「『動物運動論』〔第 6 章〕700b23 以下〔「したがって、欲求されうるもの（オ

レクトン）であり且つ思考されうるもの（ディアノエートン）が、第一次的に動かすものだ。

しかるに、思考されうるもののすべてがそうなのではなく（理論的なものはそうではなく）、

プラークタ〔行為に関わるものども、すなわち目的と手段〕のうちの、目的であるものがそう

なのである」〕の鋭い分析を参照すること」。 

 

筆者のコメント２６：「鋭い分析」という言葉から、『動物運動論』への評価の高さがう

                                                        
11 GA62 の編者は、この箇所表記を補ってくれていない。不親切である。 
12 ここにハイデガー自身が次のようなギリシア語テクストを挙げた注記がある。「『その目的は理

論的なものである』（［『動物運動論』第 7 章］701a10）を参照すること！」。 
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かがえるであろう。 

 

付論６「ヌース IV」 

 

〔Ｔ２７〕「なぜなら、思惟と表象は、ちょうど先に述べられたように、諸々の受動的状態

〔身体の状態変化〕を『作り出すものども（ポイエーティカ）』をもたらすから。つまり、受

動的状態を作り出すものどもの形相をもたらすから」（［『動物運動論』第 11 章］703b18 以

下）。 

 

筆者のコメント２７：「身体の状態を作り出す」というのも「動かす」ことの一種である

から、この引用も、ハイデガーが「動かす」ことに注目していることの証拠である。 

 

〔Ｔ２８〕「ポイエーティコンとは？
．．．．．．．．．．．

（プロタセイス・ポイエーティカイを参照すること［『動

物運動論』第 7 章 701a23 以下〔「『作り出すことに関わる諸前提（プロタセイス・ポイエーテ

ィカイ）』は、二つの種類のものを通じて、すなわち、善いものを通じて、また、可能なもの

を通じて生じるのである」〕を参照すること］）」。 

 

筆者のコメント２８：これは『動物運動論』において実践的三段論法の性格付けがなされ

ている重要な箇所であり、ハイデガーがこの箇所を参照させていることも、アリストテレ

ス論第２部の解釈において実践的推論を取りあげることを正当化するだろう。（注 18 も見

よ。） 

 

 さて、以上から、ハイデガー自身が明示的に「根本現象（Grundphänomen）」と呼んで

いる「プロアイレシス（選択）」、および、（表面的には分かりづらいが）実践的推論な

いし実践的三段論法が論述の中心になっていることが判明するであろう。 

 また、ハイデガーは『動物運動論』のどこに注目しているのかという問いに対しては、

第６章、第７章、第 11 章が挙げられていることから、『動物運動論』の後半に注目してい

ることが分かる。 

 ところで、『動物運動論』全体は、自然学と神学を橋渡しする『自然学』第８巻を受け

て、天の運動と動物の運動を比較対照しながら、それらを動かすものが、それらの支えに

なりながら外部に存在する必要性を説く第１章から第５章までの前半
．．

と、『ニコマコス倫

理学』や『魂について』との関連で、動物において魂が体をいかにして動かすかを、欲求

と思惟のはたらきに着目しながら実践的三段論法の形式で分析し、動物は「外部に存在す

る欲求対象に動かされつつ、欲求しながら自ら動く」という仕方で論じる第６章から第 11

章までの後半
．．

に大きく分かれている。 

 したがって、『動物運動論』の後半に着目するが前半には言及しないということからは、

さしあたって自然学や神学ではなく倫理学（あるいはむしろ行為論）や魂論との結びつき

を求めていることが分かるのであり、『動物運動論』の後半と同時に『ニコマコス倫理学』
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や『魂について』に多く言及していることは当然であったのだ。 

 なお、全集第 18 巻『アリストテレス哲学の根本諸概念』に、ハイデガーが『ニコマコ

ス倫理学』第６巻第２章のプロアイレシス論を重視している箇所があるので、証拠として

引用しておきたい。 

 

〔Ｔ２９〕「《プロアイレシス、つまり、決意していること（Entschlossensein）は、語らぬよ

うな生き物には存在しない》。〔これは『ニコマコス倫理学』第３巻第４章（邦訳では第２章）

1111b12-13 をドイツ語に訳したものである〕／ 

 すなわち、プロアイレシスには、語ること（Sprechen）、つまり、思案すること（Überlegen）

が属する。／ 

 思案を経た決意（ein durch die Überlegung hindurchgegangener Entschluß）だけが、本来的な決意

である。／ 

 決意とは、〔『ニコマコス倫理学』〕第６巻第２章〔1139b5〕においては、オレクシス・デ

ィアノエーティケー（思考的欲求）、すなわち、《考察しつつ求めること（betrachtendes Aussein）》、

考察し抜くことを通じて、つまり、思案することを通じて規定されているところの求めること

である」（GA18, 145）。 

 

また、全集第 19 巻『プラトンの「ソピステス」』序論部にも、ハイデガーがプロアイレ

シスと実践的三段論法を結びつけている箇所があるので、これも証拠として引用しておき

たい。 

 

〔Ｔ３０〕「エピステーメー（知識）という意味での論証も、配視的に語るという意味でロ

ギゼスタイ（勘案すること）も、シュッロギスモス（三段論法）の構造をもつということが銘

記されねばならない。／ 

ブーレウエスタイ（思案すること）は、構造的に、三段論法において定立される。／ 

 プロネーシスは、プロアイレシスにおいて起こる。それは以下のようなものである。／ 

 第一前提（大前提）─それのために、つまり、或る善のために、─それが何であれ―、

これ
．．

が為されねばならない。／ 

 第二前提（小前提）─しかるに行為の環境や状況はこれこれである。 

 結論─したがって、私はこれこれを為さねばならない」（GA19, 159）。 

 

 さて、プロアイレシス（およびその構造としての実践的三段論法）は、実際、『ニコマ

コス倫理学』第６巻第２章、『魂について』第３巻第 9 章〜第 11 章、そして『動物運動論』

の後半、という、３つのテクストの中心テーマであると言える。そこで、「プロアイレシ

ス」が登場する「付論」を翻訳し注解することが重要になる。それは、「付論 1」、「5」、

「8」、「12」、「14」である。 
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第４章 「プロアイレシス」が登場する「付論」の分析 
─「オレクシス（欲求）」の重要性 

 

「プロアイレシス」が登場する「付論」の筆者による訳とコメント 

 

付論１「ヌース」 

 

〔Ｔ３１〕「ヌース
．．．

・プラークティコス
．．．．．．．．

は、「実践理性
．．．．

（praktische Vernunft）」とは全く別の

何かである─しかも後者が前者から導き出されたのだ。 

 それ（ヌース・プラークティコス）は、「環境世界の中で配慮的に気遣いながら用務を果

たすということのために且つそのことの内で13認めて受け取りつつ持つこと14（Vernehmend 

haben für und in umweltlichem besorgenden Erledigen）」なのである。 

 プロアイレシス
．．．．．．．

を参照のこと。たとえば
．．．．

、『［ニコマコス］倫［理学］』第６巻第 13 章（E[th.Nic.] 

Z 13）の諸難問
．．．

を参照のこと」。 

 

筆者のコメント３１：ここでは、アリストテレスにおけるヌース・プラークティコスが、

ステレオタイプな「実践理性」ではないこと、そして、「実践理性」はヌース・プラーク

ティコスから派生したものであることが、プロアイレシスを参照すれば分かるとしている

のであるから、プロアイレシスの根本性が、本付論の冒頭から提示されていることになる。

また、ヌース、プラークシス、プロアイレシスの三者の関係が、この付論全体のテーマで

あることが暗示されている。また、『ニコマコス倫理学』第６巻第 13 章の諸難問とは、「人

は生まれつき徳を備えているのか」、「すべての徳は知なのか」、「各種の徳は個々別々

にそなわるのか」などを指すと思われる。これらの難問を解いた後に、アリストテレスは、

「プロアイレシスは、プロネーシスがなくても、徳がなくても、正しいプロアイレシスで

はないであろうことは……〔中略〕……明らかである」（1145a2-5）としている。少し強

い言い方をすれば、プロネーシスは、たしかに重要ではあるが、プロアイレシスの構成要

素であるとも言える。 

 

（付論５は、すでに前章で検討済みである。） 

 

付論８「ディアノイア・プラークティケーII」 

 

〔Ｔ３２〕 

〔ハイデガー自身による注（n.16）の中に以下のような記述がある〕 

                                                        
13 ここまでが「プラークティコス」の意訳であろう。 
14 ここまでが「ヌース」の意訳であろう。以下、「認めて受け取る」は単に「認取」と訳すことも

ある。「持つ」は、以下、「保管する（verwahren）」「保持する（behalten）」「保つ（halten）」

とも言い換えられている。 
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「［『ニコマコス倫理学』第６巻第２章］1139b4 以下の、オレクティコス・ヌース（欲求的

な思考）＝オレクシス・ディアノエーティケー（思考的な欲求）＝プロアイレシス──「その

ようなアルケーが人間なのである」を参照のこと」。 

 

筆者のコメント３２：プロアイレシスにおいてオレクシスとディアノイアが分かちがたく

結びついていること、そして、そのような複合的なアルケーとしてのプロアイレシスこそ

が倫理学の対象としての人間の本質であるとアリストテレスは考えているということが、

『ニコマコス倫理学』からは読みとれると、ハイデガーは考えたのであろう。すなわち、

プロアイレシスの根本性が、『ニコマコス倫理学』からは読みとれるとハイデガーは考え

たのであろう。それに対して、『動物運動論』からは、プロアイレシスよりも一層根本的

なものとしてオレクシスが読みとれるとハイデガーは考えたのではないか、と私は主張し

たい。これについては後述するが、「付論８」からも、プロアイレシスの根底にオレクシ

スがあるとハイデガーが押さえていることが読みとれる（「付論５」でも、オレクシスに

注目されていたのであった）。 

 

付論 12「ヌース・プラークティコス」 

 

〔Ｔ３３〕「参照せよ、［『ニコマコス倫理学』第６巻第２章］1139a18〔「行為と真理を支

配するもの」〕、プラークシス（行為）─アレーテイア（真理）。いかにして両者は決定的

なものとして重なるのか、両者が関係しているのは何か？ プ
．
ロアイレシス
．．．．．．

（選択
．．

）である！

［a23sqq.〔「プロアイレシス（選択）はブーレウティケー（思案に基づく）オレクシス（欲求）

である」〕］そして、これ（プロアイレシス）が、ここでは、「人間の存在（das Sein des Menschen）」

を意味するのだ。すなわち、「欲しつつ
．．．．

認めて受け取ること（ausseiendes Vernehmen）」─〈～
．

を
．
気遣うこと（Sorgen um）〉」。（これはＴ１０／１１と同じである） 

 

筆者のコメント３３：「付論８」への「筆者のコメント３２」を裏付けるように、ここで

はっきり、「プロアイレシスが人間の存在を意味する」と言われている。すなわち、プロ

アイレシスの根本性が、『ニコマコス倫理学』からは読みとれるとハイデガーは考えたの

であろう。 

 それに対して、『動物運動論』からは、プロアイレシスよりも一層根本的なものとして

オレクシスが読みとれるとハイデガーは考えたのではないかと私は主張したいのである。

アイデアだけを大ざっぱに言えば、こういうことになる。 

 プロアイレシスは、人間に固有なものである。人間に固有なものを、人間としての人間

の学、つまり行為する人間の学である倫理学が明らかにする。ここでは、『ニコマコス倫

理学』がそれである。 

 しかし、アリストテレスによれば、人間に固有なものよりも、動物と共通するものの方

が、人間にとっていっそう自然本性的なのである。たとえば、次のように言われている。 
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「また、夫と妻の間の愛も、自然的なものとして存在していると考えられる。なぜなら、そも

そも家が国家よりも先なるもの、より必要なものであるかぎり、そして子どもを生むことが動

物にいっそう共通な行為であるかぎり、人間というのは、自然本性的には、国家をつくるより

も、男女二人の関係をつくる傾向があるからである」（『ニコマコス倫理学』第８巻第 12 章

1162a16-19。朴訳。ただし、「友愛」を「愛」とした）。  

 

 しかるに、オレクシスは人間が動物と共通してもつものである。人間に固有なものでは

なく動物と共通してもつものを考察する本来の場所は、生物学であろう。ここでは『動物

運動論』がそれである15。 

 さて、オレクシスが動物とも共通するものであるならば、オレクシスの方がいっそう自

然本性に、つまり、ハイデガーの言う「人間の存在」に近いことになるのではないか16。 

 

付論 14「存在の確保（真実化）とアルケーの先取。 

ヌース（テクネーを参照のこと）」 

 

〔Ｔ３４〕「……〔始めの部分略〕……プロネーシスは、本来的にテロス
．．．

へ向けた存在の確
．．．．

保
．
（真実化

．．．
）である。根本経験

．．．．
ではないとしても。しかし、両者〔配慮的気遣い（Besorgen）

の行き先と出発点〕を切り離さないこと、すなわち、根本経験は、その
．．

明るみをもっている。

根本経験は、常に、事実的に「プロアイレシス的（proairetisch）」な状況の中に、その状況か

ら出発して、且つ、その状況のために、あるのだ。……〔以下略〕……」 

 

筆者のコメント３４：ハイデガーのアリストテレス解釈で注目されることが多いプロネー

シスが「根本経験ではない」とされていることが注目される。配慮的気遣いを始めから終

わりまで一貫させることが「根本経験」と言われている。そして、この根本経験を支える

のが、プロアイレシスという根本現象なのであろう。 

 

 それでは、アリストテレスの３つのテクスト（『ニコマコス倫理学』第６巻第２章、『魂

について』第３巻第 9 章〜第 11 章、そして『動物運動論』の後半）は、選択ないし実践的

三段論法についてどのように説明しているのだろうか（なお、実践的三段論法の性格付け

は、『ニコマコス倫理学』第７巻でも行われているので、これも検討する）。それを次の

章でみてみよう。 

 

 

                                                        
15 では、『魂について』はどうなのかという疑問が当然生じるであろう。『魂について』は、人間

の魂だけではなく動物一般の魂を扱うことを課題としているからである。しかし、第３巻第 11 章

に限定して言えば、『ニコマコス倫理学』と親和的であろう。 
16 動物と人間の関係については、注 21 も見よ。なお、プロアイレシスが「人間の存在」でなくなる

というわけではない。もっと一般的に言えば、人間の考察にとって倫理学的考察が無用になるわけ

ではない。 
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第５章 『ニコマコス倫理学』、『魂について』、『動物運動論』における 
「実践的三段論法」論の特徴 

─そのことが若きハイデガーにとってもった意義について 
 

 『ニコマコス倫理学』第７巻や『魂について』第３巻は、実践的三段論法の大前提を「普

遍」であるとしている。 

 

『ニコマコス倫理学』第７巻第３章 

「われわれは、次のようにして魂の自然本性に即しても原因を見定めることができるかもしれ

ない。すなわち、ある思いなしは普遍を対象とし、他の思いなしは個別的なものにかかわるが、

個別的なものについては、すでに知覚が支配している。そしてこれら両方の種類の思いなしか

ら単一の思いなしが形成されるとき、ある場合には、魂は結論された事柄を肯定するのが必然

であるが、作ること、行うことにかかわる思いなしにおいては、魂は結論に基づいてただちに

行為するのが必然である。たとえば、もし甘いものはすべて味わうべきであり、いまこのもの

が、すなわち個別的なものの一つであるこのものが甘いとすれば、その場合、行為する能力を

もっており、かつ行為が妨げられることのないような人は、同時にまたこの特定の甘いものに

関して行為することも必然なのである。そこで、われわれに味わうことを妨げる普遍的な思い

なしが内在しており、他方、『すべての甘いものは快い』、しかるに『これは甘い』、という

別の思いなし（こちらの思いなしが、現実に活動するのだが）も内在しており、また、甘いも

のへの欲望もたまたま内在しているとすれば、その場合、一方の思いなしは、われわれにこの

甘いものを味わうことを避けるように告げるが、欲望の方はわれわれを当の行為へと衝き動か

すのである。なぜなら、身体の各部分を動かしうるのは欲望だからである」（1147a24-35）。 

 

『魂について』においてアクラシアーが論じられている証拠となるテクスト。 

 

『魂について』第３巻第９章 

「思惟［知性］が何かを避けたり追い求めたりすることを命じたり、思考がそうするように語っ

たりするときでさえも、ひとが動かされるというわけではなく、かえって、たとえば抑制のない

人（アクラテース）のように、欲望に従って行為するのである。……〔中略〕……けれどもまた、

欲求もそのような動の決定的な要因というわけではない。その証拠に、抑制のある人（エンクラ

テース）たちは、欲求しながらも、つまり欲望を抱きながらも、その欲求の対象となる事柄をお

こなうのではなく、むしろ思惟［知性］に従うのである」（433a1-9）。 

 

『ニコマコス倫理学』と同じく、『魂について』においても「大前提は普遍に小前提は

個別にかかわる」とされていることが読みとれるテクスト。 

 

『魂について』第３巻第 11 章 

「判断であれ言表であれ、そのあるものは普遍にかかわるが、また別のものは個別的なものにか
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かわる。……〔中略〕……直接に動かすのは、この後者の〔個別的なものにかかわる〕思いなし

であり、前者の普遍にかかわる思いなしではない」（434a16-19）。 

 

 それに対して、『動物運動論』は、実践的三段論法の大前提を、欲求の対象である「善

きもの」としている（701a23-25）。これが重要である。 

 

『動物運動論』第７章 

「思惟しても、行為する時と行為しない時があるのは、また、動く時と動かない時があるのは、

どのようにしてなのだろうか。そのことは、まさに動かされえないものどもについて思考し推

論する人たちに似た仕方で起こるようである。しかし、その場合、目的は理論的なこと17─二

つの前提を思惟する時、結論を思惟し結合するから─であるが、ここでは、二つの前提から

行為として結論が生じる。たとえば、「すべての人は歩かねばならない、しかるに自分は人で

ある」と思惟する時は、ただちに歩く。また、「何人も今は歩いてはならない、しかるに自分

は人である」と思惟する時は、ただちに立ち止まる。そして、何ものも妨害あるいは強制しな

いならば、それらをどちらでも行うのである。……〔中略〕……しかるに、作り出すことに関

わる諸前提は、二つの種類のものを通じて、すなわち、善いものを通じて、また、可能なもの

を通じて生じるのである18」（701a7-25）（坂下訳）。 

 

 ３つの著作の三段論法に関わる箇所を比べると、「大前提が善、小前提が可能」という

論点が『動物運動論』で最も明瞭である（他の２つの著作にそれが全然ないというのでは

ない19）。このことが理由の一つとなって『動物運動論』が「広範な基盤」とされた、と

                                                        
17 ハイデガーが「付論５」の注で引用した箇所。 
18 ハイデガーが「付論６」の本文で参照を指示している箇所であり重視すべきである。 
19 『魂について』第３巻第 10 章から、実は『魂について』からも、欲求の根本性が読みとれる（表

象の重要性も読みとれて興味深い）、そしてハイデガーが引用してもいるテクスト。「しかしとも

かく、少なくとも、欲求にせよあるいは思惟［知性］にせよ、これら二つが動きを生み出すという

ことまでは明らかである─もしひとが表象のはたらきを一種の思惟活動として考えるという条

件のもとでは。というのは、多くの場合、人々は知識に背いて表象のはたらきにつきしたがうので

あり、また人間以外の動物においては、思惟活動も推論も存在しないが、表象のはたらきは存在す

るからである。したがって、思惟［知性］と欲求というこれら両方のものが、場所的な運動を引き

起こすことのできるものである。〔以下がハイデガーの引用している箇所〕ただし、この思惟［知

性］とは、何かを目的としてそのために推論するもの、すなわち『行為にかかわる思惟［知性］』

であり、『観想にかかわる思惟［知性］』とは目的の点で異なっている。そして、欲求も、すべて

何かを目的とする。なぜなら、欲求が対象とするものは『行為にかかわる思惟』の始原［出発点］

であるが、この思惟が到達する最終項が行為の始原［出発点］となるからである。したがって、こ

の二つ、つまり、欲求と、行為にかかわる思考とが、動かすものであるというのは、もっともな理

由があるように思われる。なぜなら、欲求されるものが動かすのであり、そして思考が動かすのは、

欲求されるものが思考の始原［出発点］であるということに基づく。そして、表象のはたらきも、

それが動かすときには、欲求を伴わずに動かすことはない。 
 したがって、動かすものは、或る一つのもの、すなわち、欲求する能力である。なぜなら、もし

二つのもの、すなわち思惟［知性］と欲求が動かすというのならば、その動かすということは、両

者に共通の何らかの形相に基づくものであっただろう。しかし実際には、思惟［知性］は欲求を抜

きにして動かすことはないことは明らかである。というのも、願望（ブーレーシス）［理性的な欲

求］は欲求（オレクシス）であり、推論に基づいて人が動かされるとすれば、また願望に基づいて

も動かされているからである。これに対して、欲求の方は推論に反しても、ひとを動かす。なぜな
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いう仮説を立てることができるであろう。 

 また、『動物運動論』の場合、大前提が善という欲求対象であることから、欲求の根源

性が示唆されるだろう。そのことが読みとれる『動物運動論』のテクストは、次の通りで

ある。 

 

『動物運動論』第７章から 

「（１a）『私は飲まねばならない』と〔欲求の一種である〕欲望が言う。 

（２a）『これが飲み物だ』と知覚または表象あるいは知性が述べる。 

（３）ただちに彼は飲むのである。 

それでそのような仕方で動物は運動あるいは行為し始めるのであり、 

（１b）運動の究極の原因が欲求である一方、 

（２b）欲求が生じるのは、知覚を通じて、あるいは、表象や思惟を通じてである」（701a32-36）

（坂下訳）。 

 

（１a）（１b）から、実践的三段論法の大前提の表現主体は、欲望であることが─欲望

は欲求の一種であった（700b22）から、一般化すれば、欲求であることが─分かる。ま

た、（２a）（２b）から、実践的三段論法の小前提の表現主体は、知覚、表象または思考

であることが─700b19-20 によって一般化すれば、知性であることが─分かるであろう。 

 

 さて、「オレクシス（欲求）」は、細川先生の指摘されるとおり、「気遣い（Sorge）」

という概念に対応するギリシア語だと考えられる20。以上から、『ナトルプ報告』第２部

構想の「特定の動性」とは、欲求すなわち気遣いが根本となる動性であり、「気遣い（Sorge）」

が現存在にとって根本的である─現存在の存在である─という考えは、少なくとも一

つの源泉として、アリストテレスにおいて「気遣い」に相当するとハイデガーが考えてい

たと思われる「オレクシス（欲求）」の対象を実践的三段論法の大前提に明確にすえる『動

物運動論』から生じてきたのかもしれない21（本論文の〈仮説１〉）。 

                                                                                                                                                                   
ら、欲望（エピテューミアー）は欲求の一種だからである」（433a9-26）。 

20 細川亮一『ハイデガー哲学の射程』、創文社、2000 年、pp.90-91。Krell, D.F., Daimon Life: Heidegger and 
Life-Philosophy. Indiana University Press, 1992 でも、「orexis being Aristotle’s word for connotation and one of 
Heidegger’s words for care, Sorge (SZ,171)」（p.9）と言われている。SZ,171（GA2, 227）では、アリス

トテレスの『形而上学』冒頭の有名な言葉「パンテス・アントローポイ・トゥー・エイデナイ・オ

レゴンタイ・ピュセイ」（980a21）が「Im Sein des Menschen liegt wesenhaft die Sorge des Sehens」と

訳されており、「オレゴンタイ（欲求する）」が「Sorge」と対応させられている（このことは細

川、p.221,n.7 でも指摘されている）。なお私は「オレクシス」がいつも「Sorge」と訳されるのだと

主張しているわけではない。実際、本論文で引用したＴ１９（および注 10）とＴ２９では、「オ

レクシス」は「Aussein」と訳されている。しかし Krell の言うとおり「オレクシス」は「Sorge」を

表す言葉のうちの一つなのである。 
21 しかし、オレクシスは人間とその他の動物に共通であるのに対して、Sorge は人間に固有だと考え

ると、この〈仮説１〉は問題的に見えるかもしれない。この疑問に対しては、〈仮説１〉は、ハイ

デガーにおける人間と動物の関係という非常に大きな問題に関わっているとだけ述べておきたい。

前述の Krell の本 Daimon Life は、この問題に取り組んでいるので、いずれ検討したい。日本語訳が

ある本では、ジョルジョ・アガンベン著／岡田温司・多賀健太郎訳『開かれ：人間と動物』（平凡



なぜ若きハイデガーは『動物運動論』を「広範な基盤」として『魂について』と 

『ニコマコス倫理学』を解釈する計画を『ナトルプ報告』で立てたのか（坂下浩司） 

 ⓒ Heidegger-Forum vol.2 2008  
 

 110 

 

 さらに、『ナトルプ報告』の、『動物運動論』に触れた後のパラグラフで、ハイデガー

は、範疇の起源を、ロゴスそのものや事物にもとめるのではなく、「用務を果たす上で配

慮される関わり合いの対象22」に求めており、『カッセル講演』に資料として付された書

簡の言い方だと、「ギリシアの存在論と論理学とを解体する23」ことを目指している。『魂

について』よりも『動物運動論』を「広範な基盤」とみるということは、普遍の起源を、

善いものへの欲求に、個別の起源を、欲求実現の可能性に、それぞれ求めることになる24。

したがって、『動物運動論』は、〈存在論と論理学の解体〉という『ナトルプ報告』の最

終的な大きな目的を実現するために必要不可欠な視点を提供したのではないだろうか（本

論文の〈仮説２〉）。 

 

 

付録 生と世界を関係付けるものとして若きハイデガーが 
生物の「進行方向」に着目していることについて 

──世界への生物の依存と世界の生物による再構成、『動物進行論』の意義 
 

 最後に、1926 年夏学期の講義『古代哲学の根本諸概念』で『魂について』論の著作リス

ト（GA22, 183）に『動物運動論』だけではなく『動物進行論』が加わっており、また、『存

在と時間』刊行後の 1929 年の演習題目も、「上級：生の本質について、アリストテレスの

『魂について』『動物運動論』『動物進行論』を特に考慮して」となっている25ことの意

味─『魂について』の後は『自然学小論集（Parva Naturalia）』に収録されている『感覚

論（De Sensu）』と『記憶論（De Memoria）』を取り扱うのが伝統的なやり方であるのにハ

イデガーはその伝統に逆らっているようである─を、ほとんど知られていない『動物進

行論』の生物的世界論を紹介しながら考察してみたい。ポイントは、ハイデガーが生と世

界を密接に関係させるとき、ある時から、生が「方向」を持つことと世界を持つことに着

目していることにも目を向けていくべきではないか、「方向」に着目することと『動物進

行論』に着目することは連動している可能性が高いのではないか、ということである。 

 
                                                                                                                                                                   
社、2004 年）における、『形而上学の根本諸概念』講義でのハイデガーの動物論の検討が興味深い

（もちろんデリダの『精神について』におけるハイデガーの動物論の批判も検討されるべきであろ

う）。 
22 高田訳 40 頁、GA62,398。 
23 後藤嘉也訳『ハイデッガー カッセル講演』、平凡社ライブラリー、2006 年、p.185。 
24 欲求が普遍の起源であるとは、いかなることか。「普遍（カトルー）」とは「全体

．．
（ホロン）に

関わる（カタ）もの」であるので、《行為の全体
．．

を始めから最後まで支配するものが善いものへの

欲求であり、論理学的な普遍（類や種として全体
．．

に関わるもの）はここから派生してきた》と、「論

理学の解体」を目指す若きハイデガーはしたかったのかもしれない。 
25 Kisiel,T., The Genesis of Heidegger’s Being and Time. University of California Press, 1993. pp.467, 475. ただし、

Bremmers 編の最新の著作目録にこの演習は正式にはエントリーしておらず単に脚注で言及される

にとどまっている。Bremmers, C. (ed.), Schriftenverzeichnis (1909-2004). Heidegger-Jahrbuch 1, 2004. p.486, 
n.62 を見よ。 
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 さて、本論文の前章までは、『魂について』第３巻と『動物運動論』の後半
．．

の話であっ

たが、『動物運動論』前半
．．

も、『魂について』とは直接関係ないが─したがって、有名

な『魂について』だけを読んでいても見えてこない─興味深い話題がある。それは、動

物は、動くことにおいて、世界に支えられ動かされるという意味で、世界に依存せざるを

得ないことの分析である。この点がハイデガーとの関係で重要であって、これと関係する

のが『動物進行論』の生物的世界観である。『動物進行論』との接点を示唆するハイデガ

ーのテクストは以下の通りである。 

 

 全集第 22 巻『古代哲学の根本諸概念』「メルヘン筆記録」第 84 節から。生きることと

方向性をもつこと、そして世界を持つことについての記述。 

 

〔Ｔ３５〕「生きること〈ゼーン〉は、存在論的な根本概念である。魂も、この意味で捉え

られねばならない。／ 

 生きものがいると言えるのは、それが或る方向感覚をもって動いている場合である。……

〔中略〕……／ 

 自分の周りの存在者とつながっていく。……〔中略〕……方向を定める可能性……〔中略〕

……。生きものは、つまり、或るものと一定の連関をもっているものは、その結果、今日言う

ところの、世界を持つことになる。／ 

 生きもののなかのいくつかのものは、その場所に縛られているが、他のものは移動するこ

とができる。しかも、これは無生物の場合とは異なる場所の変更の仕方である。進行運動〈キ

ーネーシス・ポレウティケー〉（参照。〔『魂について』第３巻第９章〕432b14）、生命にと

って何らかの意味で重要な或るものに向かって
．．．．．．．．．

動くこと、つまり、その度毎に周辺世界の中で

方向づけられた動きをすることである」（GA22, 309、邦訳全集 359 頁一部改変）。 

 

筆者のコメント３５：『魂について』第３巻第９章に言及されていることでも注目される

が、このテクストによると、方向を持つものが、世界を持つことになる。また、進行運動

への着目からは、『動物進行論』への着目が自然と生じるだろう。そして、方向付けへの

着目からは、『動物進行論』における生物にとっての世界内での方向とはいかなるものか

の考察への着目が生じるだろう。 

 

『動物進行論』第４章から 

「さて、動物が自然本性的に規定される延長方向の数は六つである。すなわち、上と下、前と

後、さらにまた右と左があるのだが、上と下の部分はすべての生物26が持っている。上と下は、

動物だけではなく、植物にもあるからだ。そして、六つの延長方向は、働きによって区分され

るのであって、単に大地と天への関わりにおける位置によってではない27。なぜなら、各々の

                                                        
26 ここでは、「動物（ゾーオン）」と「植物（ピュトン）」を合わせた概念として、「生物（ゾー

ン）」が立てられている。 
27 『動物進行論』の根本思想。動物の体の方向は、物理的な位置関係によってではなく、機能によ
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生物にとって栄養物の分配と成長が始まるところが働きの点で上なのであり、それが最後に終

わるところが働きの点で下なのであるから。すなわち、一方は一種の始点であり、他方は限界

点［終点］であるが、上が始点なのであるから。しかるに、植物にとっては、むしろ、下が始

点であると考えるのが適切であろう。実際、植物と動物の場合、上と下が位置的には異なるか

ら。しかし、植物と動物は、世界全体との関係においては異なるが、働きの点では同様なので

ある。というのは、植物にとっては、根が、働きの点では上部なのであるから。すなわち、根

から、栄養物が、植物の成長する諸部分へ分配されるのであり、栄養物を、根によって、ちょ

うど動物が口によってそうするように、取り入れるからだ」（705a26-b8）。 

 

 生物にとっての世界の方向性は、生物の働きによって規定されるので、物理的に存在す

る世界とは異なることが主張されている。 

 『動物運動論』によれば、生物は世界に必然的に依存するのであるが、『動物進行論』

によれば、その世界は生物ごとに再構成されるのである。これは、『動物運動論』前半と

共に、生と世界の密接な関係を示唆する。 

 現存在と世界の関係の思想の生物学上の源泉は、木田先生の指摘以来よく知られるよう

になったユクスキュルだけではなく、『動物運動論』と『動物進行論』も考えられるので

はないか28（本論文の〈仮説３〉）。 

 

 次に、初期ハイデガーのテクストにおける生と世界の関係を見てみよう。 

 

 『ナトルプ報告』と同時期（1921/22 年冬学期）の講義『アリストテレスについての現

象学的解釈：現象学的研究への入門』では、生と世界の密接な関係が主張され、その連関

が「気遣い」だとされている（GA61,90 の第一段落）。 

 また、1924 年夏学期講義の『アリストテレス哲学の根本諸概念』では、生物を「世界内

存在」の意味にとっている。すなわち、「生きているもの」を、「或る世界内に存在する

という意味における存在」と言い換えている（eines Lebenden, d.h. eines Seins im Sinne des 

In-einer-Welt-Sein）（GA18, 30）。 

 これら２つの箇所は、小野先生も引用するテクストである29。 

 

 また、ハイデガーが早くから生と世界を結びつけているというだけではなく、時代別に

力点の違いがあるように見える。 

                                                                                                                                                                   
って決まるという興味深い考えが述べられている。 

28 ただし、木田元『ハイデガー拾い読み』（新書館、2004 年）の、第八回「『世界内存在』再考」

で、「思うに、頭の一方にユクスキュルの〈環境世界理論〉があり、他方に、アリストテレスの生

態学的発想があり、それが融合して、生物が一般に、当然人間もまた、それぞれ特有の環境世界の

内に（in einer Welt）、それに働きかけそれから働きかけられるという機能的円環関係をとり結んで

生きているものだという概念が形成されたのであろう」と指摘されている（p.179）ことを申し添

えておきたい。 
29 小野紀明「初期ハイデガーにおける運動概念（下）─アリストテレスの脱構築的解釈をめぐっ

て─」、『思想』、986 号、2006 年、pp.99,103。 
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 始めは、「私たち」人間中心で生と世界を見ている（ディルタイの生の哲学との関係で

そうなのであろうか）。 

 

全集第 58 巻『現象学の根本問題（1919/20 年）』から、「私たちの生」。 

 

〔Ｔ３６〕「私たちの生は、そこで私たちが生きているところの世界なのである。…〔中略〕

…私たちの生は、その生が或る世界の中で生きている限りにおいてのみ、生として
．．．．

存在するの

だ」（GA58, 34）。 

 

後に、動物一般から人間の場合を反省するというようになったのではないか。 

しかし、なぜ生と世界が関係するとそもそも考えたかは、ハイデガーの講義原稿を読ん

でいるだけでは、それほどはっきりとは分からない。 

 若きハイデガーがアリストテレスの『動物運動論』『動物進行論』を読んでいればこそ

ではないかというのが私の考えである。 

 

 中期のニーチェ講義でも、生物にとって「地平形成」が本質的だという主張が見いださ

れる。全集第 47 巻『認識としての力への意志についてのニーチェの教説』（1939 年夏学

期講義） 

 

〔Ｔ３７〕「地平形成は
．．．．．

、生けるものそれ自身の内的な本質に属する
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

（Horizontbildung gehört zum 

inneren Wesen des Lebendigen selbst）」30（GA47, 164; GA6.1, 516）。 

 

それゆえ、生と世界の関係、生物の世界再構成は、中期思想にまでおよぶ重要な考えで

あると言えよう31。 

 

Koji SAKASHITA 

Why did the Young Heidegger plan to read De Anima and Ethica 
Nicomachea “on the broader basis (auf der breiten Basis)” of an 

interpretation of De Motu Animalium in Natorp-Report (GA62, 397) ? 
― An approach to Heidegger’s fragmentary texts (GA62, 403-415, “Beilagen” ) 

through the quotation-study and the reference-study. 

 

 

                                                        
30 この引用文は、安部浩『「現」／そのロゴスとエートス─ハイデガーへの応答─』、晃洋書

房、2002 年、p.85 でも重視されている。 
31 本論文の草稿を、2007 年 4 月 28 日、ハイデガー研究会（於東洋大学白山校舎井上記念館）で発

表させていただいた。記して感謝する。 
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ハイデガーの終末論的
エ ス カ ト ロ ギ ッ シ ュ

政治概念 
 

小野 紀明（京都大学） 

 

 

序 ―現代政治学におけるハイデガーの位置づけ 
 

本報告において私は、政治思想史、政治理論の立場からハイデガーとアリストテレスの

関係について簡単に解説を加えることにしたい。ハイデガーの政治的関与をめぐる政治思

想史的研究を除いても（実はこれ自体盛んになるのは、周知のように 87 年のファリアス『ハ

イデガーとナチズム』以降のことであるが）、今日、政治学においてハイデガーに対する

関心は一定の高まりを見せているが、その理由は、政治学においても「反哲学」に対応す

る「反政治」ともいうべき考え方が強くなりつつあることに求められる。即ち、政治の目

的を共同体的秩序の創出及び維持に求め、その秩序の基礎に、またその正当性の根拠とし

て隠された理想的秩序（それは自然法的秩序から理性的秩序、はては功利主義的なパレー

ト最適に至るまで、時代に応じて様々であるが）を据えようとする企てが、強い批判に晒

されていることを意味している。そしてこうした「反政治」的政治学の出発点にハイデガ

ーを認め、政治的関与とは別に改めて彼の政治哲学が問い直されているのである。 

ところで、ハイデガーと現代政治学との関わりは、大きく分けて相互に密接に関わり合

う、しかし評価が対照的な二つの論点に認めることができる。 

 

（１）否定的な位置づけ ―政治（学）における実践概念の復権 
現代政治学のなかで実践

プラクシス

の概念が注目を浴びているのは、1960 年代から続く実践哲学の

復権運動の政治学における反映である。周知のように、ドイツのリッターやリーデル、フ

ランスのオーバンクといった研究者は、改めてアリストテレスにおける観想
テオーリア

と実践
プラクシス

の区別

を強調して、倫理的な事柄や政治的営為において知恵
ソ フ ィ ア

ではなく慎慮
フロネーシス

を重視すべきことを主

張した。この区別は、政治学においては真理を探究する哲学と具体的な状況に対応するこ

とを任務とする政治を切り離し、真 知
エピステーメー

ではなく臆見
ド ク サ

に基づく、そして哲学者ではなく市

民が行う政治を評価するという形で反映されている。そして、こうした政治観の先駆とし

てアーレントが発見され1、 またアーレントやその師であるヤスパースの批判に導かれて、

                                                        
1 「事実の真理は哲学の真理とは反対に、つねに他の人々に関連している。それは多くの人が巻き

込まれている出来事や環境に関わり、目撃によって立証され、証言に依存する。それはたとえ私的

領域に起こるものであれ、それについて語られる限りでのみ存在する。事実の真理は本性上政治的

である。事実と意見は区別されねばならぬが、互いに敵対するものではなく、同じ領域に属してい

る。……理性の真理が哲学的思弁の糧であるように、事実の真理は政治的思考の糧である」（アー

レント「真理と政治」、同『過去と未来の間』みすず書房、1994 年、322-3 頁）。この文章に続け

てアーレントは、事実の真理は、解釈なしにはありえないこと、換言すれば「事実はまず最初にた

んなる偶然の出来事のカオスから拾い上げられ、ついで物語にはめこまれる」必要性があり、それ

は「或るパースペクティヴにおいて語る」ことに等しいことを指摘している。 
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逆に哲学と政治を結合した悪しき例としてハイデガーが批判されることになるのである 2。 

しかしながら、彼らの批判にもかかわらず、私は、ハイデガーが孤独な哲学者の独断的

な教説を政治の中枢に置いたとは考えない。表象主義批判に立脚する真理と非真理の両義

性という、『真理の本質』（1930 年）以降明示的に示されることになる観念を待たずして、

すでに 24 年夏学期講義『アリストテレス哲学の根本諸概念』において彼は政治学と修辞学

の関連と「政治」における臆見の重要性を指摘しているのである3。 

 

（２）肯定的な位置づけ ―形而上学的政治に対する批判 
ポストモダニズム、とりわけフーコーやデリダという思想家の影響の下に現代政治学の

分野では大きなパラダイム転換が生じつつあり、政治や権力といった政治学の基礎的概念

の根本的な変容がもたらされている。伝統的な政治哲学は、個と共同体もしくは国家、哲

学的には特殊と普遍という両項の関係如何を考察し、最終的には国家権力という物理的強

制力によって前者を後者へと包摂せしめるところに政治という営みの本質を見出し、また

こうした暴力的契機の正当性根拠を提示することを自らの課題としてきた。しかしながら、

政治学におけるアーレントの画期性を解明するフォルラート等が指摘するように4、現象学

以降の政治学は、その都度新たな
．．．．．．．

「地平
．．

」を開くこと
．．．．．

に、また既存の
．．．

「地平
．．

」を維持する
．．．．．

こと
．．

、そして逆に既存の
．．．

「地平
．．

」を脱構築すること
．．．．．．．．

そのものに「政治的なるもの」を認め

るようになっている。つまり、政治概念そのものが存在物的な
オ ン テ ィ ッ シ ュ

次元から存在論的な
オ ン ト ロ ギ ッ シ ュ

次元へ

と移行したのであり、この観点に立てば、伝統的な政治学は開かれた「地平」の内部にお

いて「同一性」を付与された存在物相互の関係性のみに目を凝らすことから一歩も脱却し

ていないことになる。そして、この政治概念のオンティッシュな次元からオントロギッシ

ュな次元への移行、そしてそのことによって「差異」を救出することを政治に求めた点こ

そが、政治学においてハイデガーの為した決定的な貢献であると理解されているのである5。 

                                                        
2 「ハイデガーの哲学はこれまでのところ、神を欠如し、世界を欠如している。事実上、独我論的

である」（ヤスパース『ハイデガーとの対決』紀伊國屋書店、1981 年、55 頁）。「自 己
ダス・ゼルプスト

の最も本

質的な特性は、その絶対的な自己中心性（Selbstischkeit）、それがすべての仲間から根本的に分離

していることである」（アーレント「実存哲学とは何か」、同『アーレント政治思想集成 １』み

すず書房、2002 年、245 頁）。 
3 拙稿「初期ハイデガーにおける運動概念 ―アリストテレスの脱構築的解釈をめぐって（下）」

（『思想』986 号、2006 年 6 月）、111-2 頁参照。また轟孝夫氏が指摘する以下の課題に応えるこ

とは、政治思想史研究者に課せられた今後の任務であろう。「ここで興味深いのは、この時期のア

リストテレスの講義を聴講したゲオルク・ガダマーやハンナ・アーレント、レオ・シュトラウスな

どが、現代におけるギリシアの実践=政治哲学の復権の流れを形作ったことである。この系譜をた

どることは二〇世紀思想史のひとつの重要な課題だといえるであろう」（轟孝夫『存在と共同 ―
ハイデガー哲学の構造と展開』法政大学出版局、2007 年、350 頁）。 

4 Ernst Vollrath, Grundlegung zu einer philosophischen Theorie des Politischen, Königshausen+Neumann, 1987; Martin 
Braun, Hannah Arendts transzendentaler Tätigkeitsbegriff: Systematische Rekonstruktion ihrer politischen Philosophie im 
Blick auf Jaspers und Heidegger, Peter Lang, 1994. 

5 但し、フォルラートは、ハイデガーとアーレントの相違について以下のように指摘している。「あ

らゆる現象性に伴う多元性という側面［私にも他者にも現れ、自らを示すこと］を、ハイデガーは

彼の現象概念を規定する上で看過してしまった。というのも、彼は孤独な思索家という非現象的な

立場で考察したからである」（op.cit., S.186）。「観想的知恵による（noetische）概念化は、現れて

くる差異を均質化することを目指し、“未だ無い”（Noch-Nicht）を、つまり可能性や偶然性とい

った性格を示すもの全てを、実現されつつある現実性としての“常に既に”（Immer-Schon）の存
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以下、本報告では、これら二つの論点をハイデガーにおけるアリストテレスの影響とい

う主題の下に解明し、同時にそこに提示された終末論的
エスカトロギッシュ

政治観ともいうべきものもまたア

リストテレスの脱構築的な解釈に基づくことを主張したい。 

 

 

１ ハイデガーの存在論的
オ ント ロギッ シ ュ

政治概念におけるアリストテレスの影響 

 

ハイデガーが政治（学）に対してとりわけ強い関心をもっていたことは、『存在と時間』

のなかでオンティッシュな次元をめぐる諸学は、実存的には重要であっても実存論的には

不十分であり、それ故にオントロギッシュな次元を問題にする存在論が要請されることを

主張した箇所で、オンティッシュな学を列挙するに際して政治学だけがことさらに強調さ

れていることにうかがえる6。初期の頃から彼は、アリストテレスの著作を通してポリスに

単なる政治的共同体を越える特別の意義を与えていた。ポリスとは端的に存在の開示され

る場であり、ポリスに関わる事柄（politikē）とはいわば存在への気遣い
ゾ ル ゲ

を意味していた。ハ

イデガーの場合、一貫して「政治的なるもの」とは本来の字義のそのままにポリスに関わ

る事柄、即ち存在への気遣いそのものを意味していたのであり、それ故にこそ彼は政治（学）

を特権視したと考えられるのである7。つまり、政治はオンティッシュな次元を越えてオン

トロギッシュな次元に関わる特別な営みであり、また政治学は気遣いという実存論的次元

に関わる知なのである。ハイデガーがアリストテレスのポリス概念を如何に解釈したのか

を示す例を初期講義から引用しよう。「人間
．．

がポリス的動物
．．．．．．

である限り、実践
プラクシス

は共同相互

存在における存在として理解されるべきである。存在が目的である限りは、慎慮
フロネーシス

は一種の

政治的な事柄
．．．．．．

（politikē）である」 8。「言葉を所有する
．．．．．．．

という規定の中に、共同相互存在

（Miteinandersein）という人間的現存在の根本的特徴が現れるであろう。しかも共同相互存

在とは何か相互に隣り合って置かれている存在（Nebeneinandergestelltsein）という意味ではな

く、意志疎通
ミ ッ ト タ イ ル ン グ

、反 駁
ヴィダーレーグング

、 論 争
アウスアインアンダーゼットゥング

という仕方で共同して相互に語り合う存在（Miteinander- 

sprechendsein）という意味なのである」9。ここでは、自然
ピ ュ シ ス

という「存在の秩序
オ ン テ ィ ッ ク ・ ロ ゴ ス

」（Ch.テイラ

ー）に基礎付けられたアリストテレスの人間学が、見事なまでに脱構築的に解釈されてい

る。本来、アリストテレスにとって人間はポリス的動物であり、それはまた言語を所有す

る動物であることに等しいのは、言語を共有することによって正邪、善悪の価値を共有し

                                                                                                                                                                   
在論的優位へと結びつけようとする。これに対して、慎慮による概念化は、差異の潜在的可能性が

新しい展望［＝地平］を開くことを期待して、差異を保持しようとする」（S.227）。勿論、我々は

この指摘に首肯しえない。ハイデガーはけっして孤独な思索家という立場で非現象的な考察を行っ

たわけではなかったし、寧ろ逆に彼の意図は存在論的差異を強調することによって、可能性や偶然

性といった性格を示すもの全てを、つまり差異と存在を救出することにあったと考えるからである。 
6 Heidegger, Sein und Zeit, Bd.2, S.22. 
7 それ故に我々は、この点で細谷貞雄氏が推測している理由に反対である。細谷貞雄訳『存在と時

間（上）』（ちくま学芸文庫）、484 頁。 
8 Heidegger, Platon: Sophistes, Bd.19, S.140. 
9 Heidegger, Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie, Bd.18, S.47. 
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ているからであり、このことがポリスの存立を可能にし、またその正当性を保証してもい

るからであった。しかし、ハイデガーは、アリストテレスの人間学を自らの実存論的な共

同存在として解釈している。その結果、アリストテレスのピュシス概念もまた人間をも包

摂する恒常的な存在の秩序ではなく、現存在の語りによってその都度現れると同時に隠れ

る存在と等置されることになるのである10。 

初期講義におけるポリス解釈は、政治への関与とそこからの退却とが交錯する 30 年代

から 40 年代前半にかけて行われた諸講義においても変わっていない。例えば、ポリスを

オントロギッシュな暴力をもって存在を現れさせる国家‐「作品」として規定した 35 年

夏学期講義『形而上学入門』においては、次のように説かれている。「ポリス
．．．

とは［国家

や都市国家という意味に先んじて］場所（Stätte）、現（Da）であり、そのなかで、そして現と

して現‐存在は歴史的なものとして存在する。ポリス
．．．

とは、そのなかで
．．．

、そこから
．．

、そし

てそのために
．．．

歴史が生起する歴史的場所であり、現である」11。また、ケーレが遂行され

た後になっても、例えば 42/43 年冬学期講義『パルメニデス』では「ポリス
．．．

とは存在物の

不覆蔵態を自らのなかへと集める場所である」12と規定した上で、「“政治的なるもの”

の近代的概念は断じてポリス
．．．

の本質を理解することはできない」13と語っている。なぜな

らば、それは権力
マ ハ ト

をオンティッシュな意味でしか理解していないからである。 
アリストテレスの諸概念に対してハイデガーが加えた同様の脱構築的解釈は、彼の政治

哲学を解明する上で重要な他の諸概念にも及んでいる。例えば、実践
プラクシス

の概念。彼は、アリ

ストテレスにおける観想と実践という対概念を脱構築して、両者を共にオントロギッシュ

なプラクシスの概念に含ましめている。つまり、プラクシスとは、現存在と世界との関わ

り合い、換言すれば現存在の世界に対する気遣いそのものなのであり、その結果、その都

度そこに開かれる地平の内部で、オンティッシュな次元における人間と世界或いは人間相

互の関係性が生み出されることになる14。或いは技術
テ ク ネ ー

の概念。ハイデガーにとってテクネ

ーとは普遍的秩序に関する知に基づいて何かを制作する能力ではない。『技術への問い』

の表現に従えば、まさに「技術とは開蔵（Entbergung）の一様態で」15あり、存在がその都

度或る存在物として現れることを可能にするオントロギッシュな知なのである16。そして

運動
キネーシス

の概念。アリストテレスのキネーシスとは、潜勢態
デ ュ ナ ミ ス

において内在している本質が発現

                                                        
10 ハイデガーのピュシス概念については、拙著『政治哲学の起源 ―ハイデガー研究の視角から』

（岩波書店、2002 年）第１章参照。 
11 Heidegger, Einführung in die Metaphysik, Bd.40, S.161. 
12 Heidegger, Parmenides, Bd.54, S.133. 
13 Ibid., S.135. 『形而上学入門』や『パルメニデス』『ヘラクレイトス』におけるポリスの分析に関

しては、拙著『二十世紀の政治思想』（岩波書店、1996 年）第２章参照。 
14 実践概念の脱構築的解釈については、拙稿「初期ハイデガーにおけるアリストテレスの受容 ―

実践概念の脱構築的解釈（上）（下）」（『思想』920、921 号、2001 年 1,2 月）参照。なお、後述

されるように、ハイデガーが慎慮を恒常的原理に基づく事柄に関する知ではなく、その都度の具体

的状況の下での具体的行為に関わる知として解釈したことは、現代の規範理論における差異の救出

の思想に大きな影響を与えている。 
15 Heidegger, Die Frage nach der Technik, Vorträge und Aufsätze, Siebte Auflage, Neske, 1994, S.16. 
16 技術概念の脱構築的解釈については、拙稿「ハイデガーと西洋近代 ―技術の両義性」（千葉眞

編『講座政治学Ⅱ 政治思想史』三嶺書房、2002 年）及び「初期ハイデガーにおけるアリストテレ

スの受容 ―技術概念の脱構築的解釈」（『法学論叢』152 巻 5,6 号、2003 年 3 月）参照。 
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していく現実態
エ ネ ル ゲ イ ア

であり、無論それは最終的にはピュシスに適った完成態
エンテレケイア

に到達して終息す

るはずである。ハイデガーにとってキネーシスとは、存在がその都度の
．．．．．

存在物へと現れる

オントロギッシュな過程であり、この存在物は状況が変化すればたちどころに他の存在物

へと変容するであろう。従ってそこに到達すべき目標、成就すべき目的が存在しないこと

は、言うまでもない17。 

以上に瞥見してきた諸概念は、いずれもハイデガーの政治哲学とそれが今日の政治学に

及ぼした影響を見る上で極めて重要である。我々は、彼の政治哲学の本質を以下の点に求

める。即ち、政治とは
．．．．

、オンティッシュな次元で固定された存在物相互の諸秩序を解体し
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

て人間を存在忘却から救出して共同存在としての在り方へともたらし
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、そのことによって
．．．．．．．．

人間に根源と土壌を
．．．．．．．．．

、そして自由を回復し
．．．．．．．．．

、人間を存在の明け透きへと連れ戻す営みであ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

る
．
。その意味で、ハイデガーは政治を徹頭徹尾オントロギッシュな次元で捉えている。国

家という現代のポリスは、オンティッシュな共同体ではなく存在の明け透きの場でなけれ

ばならない。そこにおける政治的実践とは、同一性の付与に基づくにせよ権力的強制によ

るにせよ、ダス・マンを単位とするオンティッシュな共同体を構成し維持する営みではな

く、まさにこの共同体に包摂され得ないダス・ゼルプストを救出することであり、そこに

その都度の状況に応じて不断のオントロギッシュな運動と力の戯れが生じるのである。ハ

イデガーの政治哲学をこのように理解するならば、それが、第一に、具体的な他者との具

体的な交渉を考慮するアリストテレス的「実践」に注目する実践哲学の復権運動、第二に、

本質主義的、基礎付け主義的な固定的秩序に拘束された「差異」を救出しようとする形而

上学批判という、今日の政治学における有力な二つの潮流にとって汲めども尽きない源泉

として参照され続けている理由も納得されるはずである。 

しかしながら、オンティッシュな秩序の存続を認めず、寧ろ常にそれを解体するところ

に使命を見出すハイデガーのオントロギッシュな政治とは、秩序の維持を最大の目的とし

ている現実の政治にとって如何ほどの有効性をもつのであろうか。およそそれは観念的で

実現不可能な夢想でしかないのではないか、否、それどころかそこには現実の世界に破滅

をもたらし得る終末論への志向性が窺えるのではないか。 

 

 

２ ハイデガーの終末論的
エスカトロギッシュ

政治概念におけるアリストテレスの影響 

 

ケーレ以前のハイデガーの政治哲学のなかに、日常的秩序の全面的解体を強行し、存在

の現前がそこに生じる空間的亀裂
リ ス

と時間的 瞬 間
アウゲンブリック

に賭けようとする終末待望が存在する

ことは否めないであろう18。では、ケーレを遂行して「放下」の思想を語り始める、そし

                                                        
17 運動概念の脱構築的解釈、及びそこから生じる力概念の脱構築的解釈については、前掲拙稿「初

期ハイデガーにおける運動概念 ―アリストテレスの脱構築的解釈をめぐって（上）（下）」（『思

想』985,986 号、2006 年 5,6 月）参照。 
18 30 年代前半までのハイデガーの政治思想に認められる現実破壊的で終末論的な性格については、
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てそれと並行して政治に対しては沈黙し静寂主義的な態度を取り始める第３期のハイデガ

ーからは、こうした終末論的な政治への期待は姿を消したのであろうか19。確かに第３期

になると彼は、彼の所謂「政治的なるもの」、即ち、オンティッシュな次元における「支配
ヘルシャフト

」

をオントロギッシュな暴力によって脱構築して、そこに存在を現前させようとする努力を、

そこに残る主体主義への囚われ故に一切断念するに至る。如何なるオントロギッシュな暴

力の行使も、オンティッシュな次元では何らかの主体的
．．．

行為として現れざるを得ないから

である20。このように、オントロギッシュな意味における政治的行為が放棄されるとき、

同時にエスカトロギッシュな期待も消滅したのであろうか。1946 年の論文「アナクシマン

ドロスの箴言」末尾の一節を見るならば、けっしてそうではないことは明らかである。「そ

もそも救済はあるのか。救済は、危険が存在する
．．．．

ときにようやく、そしてそのときにのみ

存在するのである。危険は、存在そのものが終末（das Letzte）へと進んで行くときに存在す
．．．

る
．
。そして、存在そのものに由来する忘却は［ここで］転回する（umkehrt）」21。ここには、

シュピーゲル対談において「神のようなもの」の到来を待ち望むと語る最晩年のハイデガ

ーの姿を既に認めることができよう。そして「神のようなもの」の出現へと到達するため

には、その前提としてまず徹底的に転落し、終末を迎える必要があるという彼の基本的発

想は、ケーレを遂行中の 30 年代後半に書き継がれた『省察』のなかにも次のように記され

ているのである。「しかし
．．．

、決断
．．

は以下の点に存する。即ち、我々は“存在”（Seyn）に耳

                                                                                                                                                                   
拙著『美と政治 ―ロマン主義からポストモダニズムへ』（岩波書店、1999 年）第４章において

「破局としての政治」という規定の下に解明されている。因みに、拙著では以下のように述べられ

ている。「ハイデガーの決断主義と呼ばれる政治思想もまた、この時代精神の所産であることは疑

いないが、破局待望は終生彼が抱懐し続けた彼の哲学の本質そのものであり、従ってそれは、第一

期の彼の政治思想に限定されずに第二期のそれをも、そして恐らく政治に対して静寂主義的態度を

とり始めた第三期の彼の密かな政治的思考ともいうべきものをも規定し続けたことを明らかにす

ることが、本章の課題である」（282 頁）。本報告では、この課題を継続することが意図されてい

る。 
19 政治に関するハイデガーの思索の変遷は、一般的に彼の哲学において認められている３期区分に

概ね対応している。即ち、『存在と時間』や『形而上学とは何か』に認められる政治思想にはユン

ガーやシュミットと同様の決断主義的要素が（代表的な研究としてクロコウ）、政治的関与を中心

とする 30 年代前半、著作としては『芸術作品の起源』や 35 年夏学期講義『形而上学入門』には「作品
ヴ ェ ル ク

」

の 創 建
シュティフトゥング

としての政治観が（シュヴァンやラクー=ラバルト）そして 30 年代後半に遂行されたケー

レ以降の放下思想に対応する政治的態度としては静寂主義的な無関心が、しかし同時にそこにはポ

ストモダニズムにも通じる或る種のアナーキズムが（シュールマン）見出し得るのである。しかし

ながら、第１期と第２期には、決断にしても「作品」制作にしても現存在の側からの主体的、能動

的態度という点で共通性が認められる。従って、ハイデガーの政治思想に関しても、主体性の払拭

如何という点でケーレ以前、以後という２期区分が妥当するであろう。なお、ケーレとは何かとい

う難問については本報告では触れない。 
20 ケーレを遂行する過程で記された以下の覚え書きは、ハイデガーが政治に対する能動的姿勢を放

棄するに至った理由をよく説明している。「［オントロギッシュな］力
マハト

の支配（Ermächtigung）は

その［オンティッシュな］権力化（Mächtigkeit）のなかで現れ、しかし同時に通常“政治的な出来

事や状況”と呼ばれる、権力
マ ハ ト

の強化や主権性のなかで隠蔽される。しかしながら、“政治的なるも

の”の“空間”に力の本質を、それ故に力の支配を直接且つ最も正確に見出し得るのは、“政治”

をもはや人間活動の特定の領域ではなく、存在物の内部で人間が行う管理と気遣い（Lenkung und 
Versorgung）の全てと理解するときである」（Heidegger, Die Geschichte des Seyns, Bd.69, S.188）。ケーレ

以降のハイデガーの政治的思索に関しては、差し当たって前掲拙稿「運動概念の脱構築的解釈」参

照。 
21 Heidegger, Der Spruch des Anaximander, Bd.5,S.373 
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を傾け、それを語るのか、それとも我々は、まず特徴的な存在忘却のなかで、人間を存在

物から、たとえそれが破局（Katastrophen）を引き受けることになっても、そこから算出す

るのか。というのも、“破局”は、それが存在の起源の無根拠な性起（abgründige Ereignisse der 

Wesensursprünge）であることを見誤って、全てを“生”という同じ原質から導こうとするな

らば、単なる口先だけのものに留まっているからである。……［決断は］単なる選択では

なく、根本的気分のなかで断固とした態度をとることだからである。こうした態度をとる

ことによって、人間は動物性を免れて、大地と世界の闘争の直中に留まるのである。……

“瞬間”とは、“存在”の明け透きのなかで、まだけっして根拠付けられてはいないが、

根拠となりうるもの全ての墜‐落（Ab-sturz）の突然の到来である」22。この引用文におい

てハイデガーは、まず破局の瞬間は人間の目的志向的な行為によってもたらされるもので

はなく、存在そのものの性起に委ねられていることを確認し、次いでそれを墜落という、

『存在と時間』において現存在の頽落のより深化した在り方を呼ぶために採用された言葉

と同じ言葉で呼んでいる。同じく『省察』からの次の引用文は、更に遡って 21/22 年冬学

期講義『アリストテレスの現象学的解釈』のなかで採用された造語「破局的没落」（Ruinanz）

を想起させないであろうか23。「“存在”の本質が、その窮極の真理において基礎付けら

れるとき、人間の歴史は没落可能な段階、最高の深みへの墜落（Sturz）の段階に到達する 

―墜落しつつ転回する
．．．．．．．．．

（der stürzende Umsturz）」24。破局を待望するハイデガーの終末論的政

治思想がこのようにケーレをはさんで初期から晩年まで一貫していることを確認したから

には、この観念とアリストテレスの関係が問題とされねばならない。 

 初期のハイデガーが旺盛にキリスト教神学を研究していたことを考えるならば、彼の終

末論的発想の源泉の一つがキリスト教にあることは容易に想像できる25。しかし、同じく

彼の哲学形成に決定的な影響を与えたアリストテレスについてはどうであろうか。ここで

注目されるのは、アリストテレスの「限界」（peras）や「最終的なもの」（to eschaton）に

加えた彼の解釈である26。 

                                                        
22 Heidegger, Besinnung 39, Bd.66, S.113f. 
23 「事実的生のこのような自己形成、そしてそこにおける自己獲得、自己向上の運動性（それ自体

はそうしたものとして自らの所属する世界によって為されるのだが）を、我々は“墜落”（Sturz）
と呼ぶ。―この運動は自らを形成するが、にもかかわらず形成するのは自らではなく空虚（Leere）
であり、その内部をそれは運動しているのである。―この運動の空虚は、この運動の運動可能性

である。このことによって、事実的生の運動性の根本的意味が獲得される。我々は、この意味を破
．

局的没落
．．．．

（［ラテン語の］没落 ruina‐墜落 Sturz）という語をもって確定する」（Heidegger, 
Phänomenologische Interpretationen zu Aristotels, Bd.62, S.131）。  

24 Heidegger, Besinnung 77, S.293. 
25 卓抜な初期ハイデガー研究の著者は、この点について以下のように述べている。「ギリシア人に

おける存在問題は解体され、世界の夜に神の顕現（Parousia）を待ち望みつつ目覚めているという

パウロ＝ルター的な主題の下に取り戻されねばならなかった。……それ［23 年講義『存在論（事

実性の解釈学）』における“形而上学の復活”に対する批判］は、ギリシア人における存在問題の

根源的な再定式化によって、キリスト教のカイロス的時間をオントロギッシュな観点から再び確固

としたものにして、それに基づいてクロノス的時間に立った終末論的期待を批判することであっ

た」（John van Buren, The Young Heidegger: Rumor of the Hidden King, p.202）。初期ハイデガーがパウロや

ルターにおける摂理という目的論的な観念を脱構築的に解釈した上で我がものとしていく過程に

ついては、稿を改めて考察したい。 
26「限界」や「最終的なもの」という概念の重要性について、私は既に指摘している。前掲拙稿「実
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まず確認しておくべきは、自然
ピ ュ シ ス

や運動
キネーシス

といった先述の諸概念と同様に、これら両概念を

解釈するに際してハイデガーは、目的論的秩序という、アリストテレスの哲学がその内部

で展開している地平
．．

を解体し、従ってそれを支えている目的
．．

（telos）という根拠を脱構築し

ている点である。この点は、後年の『省察』において明示的に語られている。ナチズムに

対する批判とおぼしき言葉も含まれているので、その第 88 節のほぼ全文を引用しよう。「形

而上学にとって、存在物性
ザ イ エ ン ド ハ イ ト

としての存在［つまり本質］は、起源・原理（archē）であると同

時に、それ故にまた尺度（Maß）である。つまり、存在物自体から、そして存在物に対して

現前するものの恒常化としての表象を通して算出されたもの、絶対的なもの、無条件的な

ものである。尺度という性質をもつがゆえに“目的”（Ziel）という思考が主導的になる。

即ち、目的
．．

（telos）である。それは、最初は現前すること（Anwesung）及びそれ自体におけ

るその成就の規定―自然
．．

（physis）の残響―であり、やがて目的
．．

（finis）、つまりそこへ

と進歩して行く
．．．．．．

ために予め設定された“目標”（Ziel）へと変容し、遂にはこの進歩そのも

のが目的になるのである。そして進歩が明らかに衰えるや、生のための生といった単なる

生の昂揚を実現することにしがみつくことになるのである（“永遠の民族
フ ォ ル ク

”［といった理念］

やそれに類する思考の欠如態）。／しかしながら、“存在”（Seyn）はけっして尺度ではな

い。なぜならば、“存在”の真理は、なによりもこのもの
．．．．

（dieses）を語るからである」27。 

さて、「限界」と「最終的なもの」との関連性についてはアリストテレス自身が『形而

上学』において述べているところであるが28、同じ箇所では引き続いて「限界」と形相、

目的、本質との関連が述べられていることからも明らかなように、そこで「最終的なもの」

とされているのは形相を内在する存在物の全体のことである（例えば、犬の形相に相応し

い姿をもつ個々の犬）。しかしながら、24 年夏学期講義『アリストテレス哲学の根本諸概

念』においてハイデガーは、存在論的差異に立脚して、「限界」も「最終的なもの」も、

全体としての存在物、つまり存在がその都度現れる或る存在物の姿であると解釈する。

「我々が『形而上学』第 5 巻第 17 章に見出すのは、限界、限界付けられていることは、［存

在物に］本来的な現（da）という特質を与えるということである。限界
．．

（peras）とは、最終
．．

的なもの
．．．．

（das eschaton）ということであり、つまり、“その都度現存在するものの最も表層

的な部分（das Äußerste）であり、その外部では（außerhalb）当該の現存在するものに出会う

ことはなく、その内部では（innerhalb）当該の現存在するものの全体（das Ganze）を見るこ

                                                                                                                                                                   
践概念の脱構築的解釈」（上-20-21 頁）及び「運動概念の脱構築的解釈」（下-105 頁以下）参照。

本報告の目的は、これらを踏まえてハイデガーの政治哲学の終末論的性格を浮き彫りにすることで

ある。 
27 Heidegger, Besinnnung 88, S.318. 同じく『省察』には、目的論の定礎者アリストテレスについて以

下のように否定的に語られている。「アリストテレスが形而上学の歴史において占める位置／１．

彼以前には知られていなかったこと、即ち、自然（physis）を完成態（entelecheia）として把握する

ことを成就したアリストテレス ２．彼以降は周知のものとなる事柄を開始したアリストテレス」

（ibid.126, S.397）。 
28「ペラス［限り、限界］というのは、まず、（1）それぞれの事物の終局の端（to eschaton）、す

なわち、そこより以外にはその事物のいかなる部分も見いだされない第一の［最後の］端であり、

それのすべての部分はその端より以内に存在するようなその第一の［最初の］端である」（『形而

上学』1022a6 ―出隆訳）。 
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とができる”」29。引用符で囲った文章はアリストテレスの原文のハイデガーによるドイ

ツ語訳であるが、注意すべきは、「内部」と「最も外部的な部分」とは内部と外部という

区別ではなく、後者は前者の端
．
、周縁

．．
であるという点である。「最も外部的な部分」（das 

Äußerste）とは、本講義の別の箇所で彼が指摘しているように、いわば無限なもの（to apeiron）

である存在を「“限定する”地平（horizon）」或いは「物体の面」（Fläche an einem Körper）

30である。それ故に我々は、この語を敢えて「最も表層的な部分」と訳したのである。「限
．

界を付されていること
．．．．．．．．．．

（Grenzhaftigkeit）は、現（Da）の根本的性格である」31。   

従ってまた、目的
テ ロ ス

とは、アリストテレスが考えているように、形相に促されて開始され

たオンティッシュな運動が終息すべき完成態ではなく、オントロギッシュな運動がその都

度もたらすオンティッシュな姿に他ならない。「完成
．．

（teleion）に関する議論をもって、我々

は存在に関するアリストテレスの教説の根本的諸概念
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

を解明するための基礎、則ち完成態
．．．

（entelecheia）の概念を手に入れることになる。目的（telos）とは“目標”（Ziel）ではなく、

最終的なもの（eschaton）、限界という特質をもつもの、“最も表層的なもの”である。目

標と目的（Ziel und Zweck）とは“先端”（Ende）としての目的
．．

（telos）を規定する仕方ではあ

るが、しかし決して第一義的な規定ではなく、目標と目的のほうが根源的な意味での“先

端”としての目的
．．

（telos）の中に基礎付けられているのである」32。こうしてアリストテレ

スの目的論は完膚無きまでに脱構築され、そこに現れるのは、或る存在物が自らに内在す

る形相を実現していく過程ではなく、存在と存在物、内部
．．

と外部に接するその先端
．．．．．．．．．．

との間

の戯れという、間断なきオントロギッシュな運動である。 

アリストテレスは「最終的なもの」を認識する能力について『ニコマコス倫理学』第６

巻第 11 章で検討している。そこでは衡 平
エピエイケイア

、即ち、一般的な規定に収まらない個別的なも

のに配慮すること（第５巻第 10 章）は、洞察
グノーメー

という認識能力の役割であることが説かれて

おり、更に洞察や慎慮
フロネーシス

といった、一般的な規定を導き出す知恵
ソ フ ィ ア

と区別される認識諸能力に

共通するのは、個別の事柄、換言すれば「最終的なもの」に関わることであると指摘され

ている33。ハイデガーは、24/25 年冬学期講義『プラトン「ソピステス」』のなかで、まさ

にこの箇所に注目して、詳細な注解を加えている。彼はまず、実践
プラクシス

の対象は「最終的なも

                                                        
29 Heidegger, Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie, Bd.18, S.38. 
30 Ibid., S.31. 
31 Ibid., S.31. この点に関しては、前掲拙稿「運動概念の脱構築的解釈（下）」116 頁参照。 
32 Ibid., S.85. 
33 「これらの能力［洞察

グノーメ ー

、弁え
シュネシ ス

、慎慮
フロネーシス

、直観
ヌ ー ス

、思いやり
シ ュ ン グ ノ ー メ ー

］はすべて最後のもの
エ ス カ ー ト ス

、すなわち、個別
エカスト ス

に

かかわる。……なぜなら、衡平
エピエイケイア

は他人に対する関係におけるすべての善いひとびとに共通に見ら

れる特徴であるが、行為されることはすべて個別のこと、最終のことの一つだからである。すなわ

ち、慎慮あるひとが知るべきものはこれら個別のことであるが、弁えも洞察も行為されることにか

かわり、これは最終のことなのである。また、直観
ヌ ー ス

は両方向における最終のものにかかわる。なぜ

なら、推論における最初の項にかかわるのも、最終の項にかかわるのも直観であり、それらについ

ては、それらを説明する言葉は存在しないからである。この際、論証に沿って働く直観は不動の第

一の項にかかわり、行為にかかわる論証において働く直観は最終のもの、すなわち、他でありうる

小前提にかかわる。なぜなら、これは行為がそれを目ざしてなされる目的［を実現するための］始

まりだからである。すなわち、個別を通じて一般は実現されるのである。そこで、これらの個別に

関する感覚がなければならない。それが直観である」（『ニコマコス倫理学』1143a32sqq ―加藤

信朗訳。但し、賢慮を慎慮に代えた）。 
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の」つまりその都度の行為であることを確認する。「或る行為
ハンドルング

の対象となり得るものは全

て、その都度性
．．．．．

（Jeweiligkeit）という性格
．．．．．

、それも最
．
終的な
．．．

もの
．．

（das eschaton）という意味で

のその都度性という性格をもつ存在物である。実践的なもの
．．．．．．

（das prakton）は究極的にひと

つの最
．
終的な
．．．

もの
．．

（ein eschaton）である。我々は、このことで考えられているものをより正

確に理解せねばならない。則ち、慎
．
慮
．
（die phronēsis）は、最後のもの

．．．．．
（die eschata）に精通し

ていなければならないということ。要するに、これらは直観
ヌ ー ス

の関わる事柄なのである」34。

次いで、「慎慮と直観（『ニコマコス倫理学』第６巻第 11 章35）」と題された第 23 節に

おいてハイデガーは、順次「a)知恵と慎慮における直観：直観の二重の方向性、即ち、１

知恵：直観→最初のもの
プ ロ ー タ

；２慎慮；直観→最終的なもの及び実践的推論－感 性
アイステーシス

としての

実践的直観」「b)実践的な直観と感覚（『ニコマコス倫理学』6 巻 9 章36と 3 巻 5 章）－最
．

終的なもの
．．．．．

の把握としての感覚：幾何学における解析との比較：感覚の作用、即ち、幾何

学的なものと実践的感覚」「c)真理開示
アレーテウエイン

の相互に対立する最高の方法としての慎慮と知恵

（＝直観）恒常性（aei）と瞬‐間（Augen-blick）－展望（Ausblick）：直観と 対 話
ディアレゲスタイ

或いはア

リストテレスとプラトン」について論じて行く。これらの表題を見るだけで容易に推察で

きるように、ハイデガーの意図が、普遍的な法則あるは一般的な規定を発見する観想的な

知恵と個別的で「最終的なもの」を救出する実践的な慎慮の相違を際立たせた上で、観想

優位の立場に立つプラトンに対して実践を重視したアリストテレスに軍配を挙げるところ

にあることは明らかである。そして我々が最も留意すべきは、アリストテレスが知恵と慎

慮もしくは感覚を区別し、後者の重要性を強調したのは、あくまでも前者が普遍的な形相

を認識する際の前提であることを主張するためにすぎなかったのに対して37、ハイデガー

はそのアリストテレスを越えて慎慮の独自性を主張する。慎慮とは、「最終的なもの」、

つまりロゴスをもって把握し得ない「その都度単独でそこに在るもの」38「その都度いつ

                                                        
34 Heidegger, Platon: Sophistes, Bd.19, S.156. 
35 おそらくハイデガーの草稿に忠実な全集では第 12 章となっているが、明らかに 11 章の誤りであ

る。 
36 同様に、全集では第９章となっているが、第８章の誤りである。 
37 「慎慮は、明らかに学問

エピステーメー

ではない。なぜなら、すでに述べたとおり、慎慮は最終のものにかかわ

るからである。すなわち、行為されるのはそのようなものなのである。このようにして、慎慮は直

観に対立する。なぜなら、直観は［論証がそれらから成り立つ最初の］項にかかわるが―これら

の項についてはこれらを説明する言葉
ロ ゴ ス

はない―慎慮は最終の項にかかわるからである。この最終

の項については学問的な認識はなく、感覚がある。もっとも、それは固有の感覚対象［ta idia ―
共通感覚ではなく各感覚により知覚されるもの（『霊魂論』2 巻 6 章）］にかかわる感覚ではなく、

それによってわれわれが［推論の過程において］“この最終のものが三角形である”と知る感覚で

ある。なぜなら、そこ［論証の終端］でも［推論の過程には］停止があるだろうから。だが、これ

は慎慮であるよりも、むしろ、感覚である。ただし、それは先の意味における［固有の感覚対象に

かかわる］感覚とは別種の感覚である」（『ニコマコス倫理学』1142a）。 
38 ハイデガーは、註 32 において引用した文章の後半部分について以下のように注解を加えている。

「最終的なもの
．．．．．．

(die eschata)を端的に思い描くこと
フ ェ ア マ イ ネ ン

は、ふたつの側面から可能になる。つまり、直観
ヌ ー ス

は二重の方向性をもって最も表層的なものを把握することができる。即ち、一方で、直観は、最初
．．

の限界
．．．

（die prōtoi horoi/ die ersten Ausgrenzungen）、起源
ア ル ケ ー

そのもの
．．．．

、恒常的に
．．．．

存在するものの究極

的構成要素へと向かう。他方で、直観は、その都度単独でそこに在るもの
．．．．．．．．．．．．．．

（das jeweils einzenlnen Dies-da）
という意味での最も表層的なものへと向かう。これらについてはもはや言葉は存在せず、ただ理性

［直観］が存在するだけである」（Heidegger, Platon: Sophistes, S.158）。 
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も他のもので在るもの」39を認識する能力である。畢竟、それは存在そのものの認識に等

しい。「慎慮
．．

にあっては行為
タ ー ト

は、それが自らを示すがままに（wie sie sich zeigen）純粋に把握

される。このような把握は、感覚
．．

という知覚作用の関わる事柄である」40。「このような

直観的認識
ノ エ イ ン

において問題となるのは、事象
ザ ッ ヘ

そのものの端的な現前（Vergegenwärtigen）であり、

従って事象は純粋にそれ自体から語る
．．．．．．．．．．．

（sie rein von ihr selbst her spricht）のであって、もはや我々

の側から語ること
ベシュプレッヒェン

や示すこと
ア ウ フ ツ ァ イ ゲ ン

を必要とはしないのである。ここではもうこう言ってもよい

のだ、即ち、現れる
．．．

（phainetai）、事象はこのように自らを示す
．．．．．．．．．．．．．

（die Sache zeigt sich so）、と。

ただ眺めること
ヒ ン ゼ ー エ ン

、そして眺めて把握することだけが、残されている可能性なのである」41。 
勿論、ハイデガーは、慎慮が純粋に「ロゴスなき真理の開示」（alētheuein aneu logou）42で

あるとは考えない。確かに慎慮は、「眺めること」によって学問的推論を介在させること

なく「最終的なもの」である個物に直接的に接する。しかしながら、人間にとって個物は

常に実践の対象なのである。「慎慮
．．

の感覚
．．

は、慎慮
．．

である限りは実践的な対象
．．．．．．

［事物］（die 

prakta）と結びついている。成る程、この感覚は事態に向けられた直接的眼差し（ein letztes 

Hinsehen）ではあるが、しかしながらこの眼差しは慎慮
．．

にあってはけっして単に眺めること

ではなく、見回し的に眺めること
．．．．．．．．．．

（ein umsichtiges Hinsehen）なのである」43。そして人間がロゴ

スを所有する動物である限りは、実践的眼差しは必然的にロゴスを媒介としているはずで

ある。「慎慮
．．

が発見する存在物は、実践的な事柄
．．．．．．

（die praxis）である。この点に、人間とい

う現存在の特性が存する。なぜならば、人間という現存在は実践的な
．．．．

存在
．．

(praktikē)であり、

よく知られた規定を用いるならば、人間の生（zōē）はロゴスを備えた実践的生
．．．．．．．．．．．

（zōē praktikē 

meta logou）（『ニコマコス倫理学』第１巻第７章 1098a3sq 参照）なのである」44。問題は、

存在物の存在を現れさせる実践におけるロゴス、つまり言語に関するハイデガーの見解な

のであるが、ここでは触れない45。重要なことは、慎慮に基づく実践とは、一方で「最終

的なもの」つまりその都度の存在物を通して存在を開示する営みであり、他方で既に他の

初期講義を手がかりに解明したようにそれは共同存在としての人間に固有の営みでもある

こと、従ってハイデガーにとって「政治的なるもの」とは実践を通して存在を開示するこ

とであり、このことを彼はアリストテレスを解釈することで獲得したという点を確認する

ことである。「慎慮
．．

はロゴスよりも寧ろ実践
．．

のなかに存している。慎慮
．．

において決定的な

のは実践
．．

である。慎慮
．．

おいては実践
．．

が原理
ア ル ケ ー

であり、目的
テ ロ ス

である。……人 間
アントローポス

がポリス的動物
ゾ ー オ ン ・ ポ リ テ ィ コ ン

である限りは、慎慮
．．

は共同相互存在における存在として理解されねばならない。そして実
．

                                                        
39 同じく註 32 の引用文に加えた注解である。「ここ［アリストテレスのテキスト］で直観的認識

ノ エ イ ン

は

最終的なもの
．．．．．．

へと向かっている。最終的なものとは、論証
アポデイクシス

において最初のもの
．．．．．

と呼ばれているも

のの反対概念である。不動のもの
．．．．．

(das akinēton)、恒常的なもの
．．．．．．

(das aei)に対応しているのは、証明
エンデコメノウ

で

ある。［他方で］直観的認識の端的な把握作用は、その都度いつも他のものである
．．．．．．．．．．．．．．

最終的なもの（ein 
eschaton, das jeweils immer ein anderes ist）へと向かっている」（ibid., S.159）。 

40 Ibid., S.160. なお、この文章は、註 36 で引用した文章に加えた注釈である。 
41 Ibid., S.161. 
42 Ibid., S.163. 
43 Ibid., S.163. 
44 Ibid., S.146. 
45 この重要な問題に関して差し当たっては、二つの前掲拙稿を参照されたい。 
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践
．
が目的である限りは、慎慮

．．
は政治的なるもの（politikē）に属しているのである」46。 

まとめよう。ハイデガーの考える政治とは、共同存在である人間が相互の実践活動を通

して慎慮によって「最終的なもの
ト ・ エ ス カ ト ン

」つまり存在を開示しようとする営みである。それ故に

彼の政治は必然的に「最終的なもの
ト ・ エ ス カ ト ン

」の救出に向けられており、その意味で終末論的な
エ ス カ ト ロ ギ ッ シ ュ

色

彩を帯びる。「最終的なもの」、存在物の本質を規定している一般的意味に包摂し得ない

純粋な個物、要するに存在が露呈するとき、意味に基づく存在物相互の日常的秩序は根底

から破壊されるであろう。それはまさに破局であり、終末の到来である。無論、それはキ

リスト教的な終末論とは異なる。ハイデガーの終末論は、終末へと必然的に向かうべく摂

理という根拠により定められたクロノス的時間を前提にしていないからである47。寧ろ終

末はいつでも到来し得る。日常的世界を支配しているオンティッシュな秩序に亀裂が生じ、

「最終的なもの」が現れる「瞬間」、それが終末である。ケーレ以前の彼は、この終末、

この瞬間を現存在の側から到来させることに賭けたと言えるであろう。ハイデガーが政治

的な行動をとったのも、ヒトラーという指導者が「瞬間」を到来させ、そこに現代のポリ

スを再興する可能性に期待したからであった。では、ケーレ以降はこうした終末論的期待

は潰えてしまったであろうか。確かに彼は主体的に終末を到来させることを断念するに至

った。しかし、「最後の神」の到来を待ち望む『哲学への寄与』の次の一節は、依然とし

て彼のなかで終末論的期待が存続していることを物語っている。「最後の神は終焉
エ ン デ

ではな

く、寧ろ我々の命運の計り知れない可能性のもう一つの始まり
ア ン フ ァ ン グ

である。そのためには、こ

れまでの歴史が終わりを告げ（Verenden）てはならず、寧ろその最終のもの
．．．．．

（Ende）へとも

たらされるべきである。我々は、歴史の本質的な根本的位置（Grundstellungen）を移行への

準備のなかで創造的に変容（Verklärung）させねばならないのである」48。 

 

 

結 ―存在論的
オントロギッシュ

政治概念の危険 

 

 最後に、以上に見てきたハイデガーの存在論的
オ ン ト ロ ギ ッ シ ュ

で終末論的な
エ ス カ ト ロ ギ ッ シ ュ

政治哲学のもつ危うさにつ

いて指摘しておこう。といっても、彼のナチズムへの関与を改めて断罪しようというので
                                                        
46 Ibid., S.139f. 
47 1920/21 年冬学期講義『宗教現象学入門』では、「終末論の問題」が取り上げられている。そこ

では、パウロの『テサロニケ人への手紙 第１』の次の一節が考察されている。「主の日が夜中の

盗人のように来るということは、あなたがた自身がよく承知しているからです。／人々が“平和だ。

安全だ。”と言っているそのようなときに、突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊

婦に産みの苦しみが臨むようなもので、それをのがれることは決してできません」（5-2-3）。終末

の到来を予言するこの文章に対して、ハイデガーはカイロス的時間概念による解釈を施している。

「我々は前に次のような形式的な特徴を与えた。即ち“キリスト教的な宗教性は時間性を生きてい

る。”それは、固有の秩序や確かな位置といったものをもたない時間
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

である。何らかの客観的な時

間概念に基づいてこの時間性と遭遇することは不可能である。そのとき（Wann）は、如何なる仕

方をもっても客観的に把握しえないのである」（Heidegger, Einleitung in die Phänomenologie der Religion, 
Bd.60, S.104 ―傍点小野）。オントロギッシュな瞬間概念に基づくハイデガーのカイロス的時間

論については、前掲拙著『美と政治』第４章参照。 
48 Heidegger, Beitrge zur Philosophie (Vom Ereignis), Bd.65, S.411. 
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はない。一時的ではあれ彼がナチズムに協力したという事実を人道の名の下に糾弾するこ

ととは別に、思想史研究者が解明すべきは、彼の哲学とファシズムという政治的運動及び

体制の間の内在的関連である。その意味では、序で触れた彼の政治観における実践の欠如、

他者の閑却という問題は重要であるが、ここでは触れない。また、反基礎付け主義という

点でハイデガーから大きな影響を受けつつも、にもかかわらず彼における存在という根拠
．．．．．．．

の残存、そしてその現前
．．．．

に寄せる期待が結局はナチズムへの関与をもたらしてしまったと

いう、デリダを代表として彼によく投げつけられる批判も措いておく49。リアリズムを旨

とする政治学を学ぶ者として私が主張したいのは、徹頭徹尾オントロギッシュな次元で「政

治的なるもの」を考えようとするハイデガーの政治観が、所詮はオンティッシュな次元で

終始する現実政治に対して有している危険性である。政治のウルティマ・ラティオとして

の暴力とは何よりもオンティッシュな暴力であり、政治とは最終的にはこの暴力を背景に

してオンティッシュな秩序を構築・維持する営みである。そして古来―まさに形而上学

の成立以来―政治哲学とは、このオンティッシュな暴力の正当化を使命として来たので

ある。ところが、ハイデガーは、存在物への囚われがもたらす存在忘却を克服するために

オントロギッシュな次元へと「超越」することを主張する。この「超越」自体を「政治的

なるもの」と考える点では、現存在の主体性への期待如何を問わず、ケーレの前後で彼の

思想は一貫している。彼の「政治的なるもの」の概念がオンティッシュな次元におけるあ

らゆる二項対立的区別を脱構築し、その区別に基づく存在物
．．．

相互のあらゆる規範的秩序

―平等な法人格に基づく自由主義的な実定法的秩序から身分的、慣習的秩序まで、そし

てそれらの基底に横たわる言語構造も含めて―から存在
．．

を、つまり「同一性」に包摂し

得ない「差異」を解放するという積極的意義を有していることは否定できない。しかしな

がら、その結果として、彼は如何なる意味でも一定期間存続する規範的秩序を認めない。

規範的秩序と呼べるものがあるとしても、それは正と不正の両義性の下に理解されたア

ド・ホックな秩序にすぎず、これはおよそ秩序を否定することに等しいであろう50。ハイ

デガーと並んで規範的無の状況下で政治的決断の重要性を主張してファシズムに加担して

しまったユンガーやシュミットといった思想家の場合、やがて決断主義時代を清算したユ

ンガーがキリスト教的な秩序へと、同様にシュミットがヨーロッパの慣習的な秩序へとそ

れぞれ赴いたことを考え合わせるならば、ハイデガーの思索が一貫している点、そしてそ

                                                        
49 近年、反基礎付け主義ではない点にポストモダニズムとの相違を見出しつつ、寧ろその点を積極

的に評価しようとする研究が見られるようになった。例えば、Daniela Neu, Die Notwendigkeit der 
Gründung im Zeitalter der Dekonstruktion: Zur Gründung im Heideggers“Beitrgen zur Philosophie”unter Hinzuziehung der 
Derridaschen Dekonstruktion, Duncker＆Hunblot, 1997; Heim Gordon＆Rivca Gordon, Heidegger on Truth and 
Myth: A Rejection of Postmodernism, Peter Lang, 2006. 後者は、ポストモダニストをいささか戯画的に描き

すぎているとはいえ、最後までアレーテイアとしての真理に拘泥したハイデガーとそれを言語ゲー

ムの所産へと換言して一顧だにしないポストモダニストを対比した上で、前者に肯定的である。「敢

えて断言するならば、アレーテイアの探求と隠蔽された真理を意図的に忘れようとすることによっ

て、精神的存在としての人間の可能性は消失してしまう。そして精神的存在としての可能性が奪わ

れるとき、おそらく人間を導く基準は［合理的な］計画や提案、［市場的な］需要や打算、［生物

的な］欲望や欲求、そして試行錯誤の連続である」（p.34）。 
50 ハイデガーの秩序観について差し当たっては、拙著『政治哲学の起源 ―ハイデガー研究の視角

から』（岩波書店、2002 年）第４章「正義概念と起源」参照。 
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のラディカルである点は際立っている51。私が思うに、「差異」を、「語り得ないもの」

である「他者」を抑圧し、そこにオンティッッシュな秩序を基礎付けるところにオントロ

ギシュな暴力を見出し、逆に「差異」や「他者」を救出するためにオンティッシュな秩序

の脱構築というオントロギッシュな暴力に訴えることは、言うまでもなく重要な政治的課

題であると認めつつも52、それでもなお政治は敢えてオンティッシュな次元に留まり、オ

ンティシュな暴力から人間を守ることを第一の課題とするべきである。オントロギッシュ

な暴力からの救済とオンティッシュな暴力からの解放は、必ずしも二律背反する事柄では

ないかもしれない。しかし、政治的領域と非政治的領域といういわばオンティッシュな区

分に立脚して、政治を前者に限定するという自由主義の知恵は棄てられるべきではない。

この区分を否定し、至る所に暴力を見出し、それを告発することは、同時に「政治的なる

もの」が至る所に浸透することでもある。そのとき文字通り人間の全体性を支配しようと

する「全体主義」の脅威が忍び寄ることになるであろう。政治には無関心であることを自

認していた53「哲学者」ハイデガーが犯した過ちは、この危険を傍証しているように思わ

れるのである54。「哲学者」ハイデガーを強調したからといって、私が言いたいのは、序

で触れたような、アリストテレス以来の哲学と政治、観想と実践の関係という難しい問題

ではない。それは政治的領域という公的空間の自律化を前提にして政治を論じたマキャヴ

ェリ以降、政治に携わる者にとって常識となっていることである。マキャヴェリが看破し

たように、政治とは所詮は見せかけ
．．．．

の技術であるとすれば、そしてにもかかわらず、それ

は人間にオンティッシュな死をもたらす生殺与奪の権を握っているとすれば、政治に関与

                                                        
51 所謂「決断主義」を代表する思想家としてこれら３名を挙げることは、クロコウの名高い研究（『決

断 ―ユンガー、シュミット、ハイデガー』柏書房、1999 年 ―原著 1958 年）以来、政治思想

史の常套である。この著作においてクロコウは、現実にナチスが政権を掌握して以降にこれら三者

に共通に決断主義からのケーレを認める。ハイデガーの場合、それは民族の主体的な決断という政

治的アクティヴィズムから存在の命運への静寂主義的な聴従への転回ということになるが、この点

には留保が必要であろう。なぜならば、彼自身が主観主義という陥穽に陥るという「迷誤」を犯し

たとはいえ、そしてその点の自覚が自らも認めるケーレを促したとはいえ、ハイデガーの哲学的道

程には決定的な立場の転換という意味でのケーレは存在しないからである。 
52 しかしながら、この課題に対しては当該イッシューに応じてアド・ホックに、且つ慎重な対応を

行うべきであって、一挙に問題の根源を除去しようとする企ては危険をもたらすだけであると考え

る。両義性にあれだけ敏感であったハイデガーが、こと政治的な事柄に関しては革命的運動への積

極的な関与から全き無関心へと振幅が極度に激しいのは不思議である。その意味では、ウェーバー

の政治的遺言を真摯に受け止めて、「両義性の政治」へと到達したメルロ=ポンティの政治哲学こ

そが注目されるべきであろう。 
53 1950 年４月 12 日付けのアーレント宛て書簡より引用する。「政治的な事柄については、私は詳

しくもなければ能力もないのだよ。けれどもこの間私が学んだこと、そしてこれからも学ぶであろ

うことは、思索のなかでは何も消え去らないということだ」（Hannah Arendt/Martin Heidegger, Briefe 
1925 bis 1975 und Andere Zeugnisse, Vittorio Klostermann, 1998, S.95）。或いは同じくアーレントに宛てた

74 年 3 月 14 日の書簡。「君とは違って、私は政治にはまったく殆ど関心をもっていない」（S.247）。  
54 或るハイデガー研究者の以下の指摘に、私も同意する。「政治的な制度に対するハイデガーの首

尾一貫した無関心は、彼の思考における或る重大な欠陥を示している。この結果の故に彼は政治思

想家ではない、と論じることもできよう。なぜならば、深遠な政治哲学者は人間本性と“存在”そ

のものを考察し理解しなければならないとしても、彼はまた人々の行為の傾向性や一定の環境の下

に作用すべき政策に関する経験的な一般化にも関心を向けねばならない。『存在と時間』の言葉を

用いるならば、政治哲学の大部分は“オンティッシュ”であるべきある。政治のオンティッシュな

次元を無視するならば、破滅的な過ちを将来するであろう」（Richard Polt, Metaphysical Liberalism in 
Heidegger’s Beitärge zur Philosophie, in Political Theory, Vol.25, No.5, Oct 1997, p.674）。 
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する者は、可能な限りこうした死を回避するために場合によっては自らの理想をも裏切る

決断を行わねばならないという政治に特有の倫理、ウェーバーが「悪魔と契約を結ぶ者」

に求めた「責任倫理」を忘れるべきではない。政治を論じ、果ては自らの理想を実現すべ

く現実政治に関与したハイデガーに欠如していたのは、この「責任倫理」を担う覚悟であ

った。 

 

Noriaki ONO 
Heideggers Eschatologische Begriff des Poitischen 
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Gefahr und Verantwortung 
- Denken a ls Erfahrung und a ls Aufgabe - 

 
Professor Dr . Jean Gre isch 

 
 

Meine Damen und Herren,  
Sehr verehrte Kollegen und Kolleginnen,  
Es ist  e ine große Ehre für mich, den ersten  Arbe itstag des d ies jährigen ,  

in Kyoto tagenden Heidegger-Forums besch l ießen zu dürfen.  Zugle ich  
bietet  er  mir e ine  wi l lkommene Gelegenhe it ,  d ie lange erwartete  
Übersetzung des Bandes 79 der  Gesamtausgabe zu begrüßen,  e ine  
Übersetzung, d ie wir Professor Ich iro Mor i verdanken. 

Sind d ie vor mehr a ls fünfzig Jahren  in Bremen und Fre ibur g 
gehaltenen Vorträge, in denen Heidegger se ine Hörer zu e inem „Einb l ick in  
das was ist“ e in lädt, überhaupt noch „ze itgemäß“?,  so mag s ich mancher ,  
insbesondere im Bl ick auf den zweiten und dr itten, „Das Ge-Ste l l“ und 
„Die Gefahr“ bet ite lt en Bremer Vortrag fragen.  

„Zeitgemäß“ waren d iese Vorträge auch zu ihrer Ze it  n icht , fa l ls man 
unter „Zeitgemässhe it“ e ine oberf läch l iche  Aktual it ät  versteht. Auch heute  
hängt d ie Antwort hauptsäch l ich von unserer Wahrnehmung jener  
„Gefahr“ ab , der Heidegger se ine dr itt e  Besinnung widmet , d ie zugle ich  
das Herzstück des Bremer Vortragszyklus bi ldet .  

Schon re in fakt isch gesehen haben wir keinen Grund, anzunehmen,  
dass unsere  Welt gefahr loser geworden  ist ,  a ls zur  Ze it  der  Bremer  
Vorträge, a ls d ie Exp losion der  ersten Atombomben über den japan ischen  
Städten Hirosh ima und Nagasaki a l ler Welt  die tödl iche Bedroh lichke it  des 
„Ge-Ste l ls“ vor Augen führte. Für uns ist  inzwischen d iese Gefahr nur e in  
Aspekt eines umfassenderen „Ge-Ste lls“, dessen andere Namen: „Global i -  
s ierung“, „Ozonloch“, „Genmanipulat ion“,  „Vernetzung“ oder  „Hyper-  
terror ismus“ lauten.  

Auf a l le diese Phänomene, d ie je  e ine d if ferenzierte Analyse  ver langen ,  
können wir unschwer die rhetor ische Frage anwenden, mit der Heidegger  
se ine Besinnung e in le it et :  „Wie? I st  das Zusammenrücken ins Abstandslose  
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nicht noch unhe imlicher a ls e in Ause inanderp latzen von a l lem?“ Um nur  
ein Be isp ie l zu nennen: „Delokalis ie rung“ ist  e in Sch lagwort , das heute  a l le  
Wirt schaft sexperten im Munde führen.  Schafft  d ie heute weltweit  
betr iebene Ver lagerung der Arbe it splätze  im Nahmen der wirt schaft l ichen  
Rentab i l ität  neue „Nähen“, oder das Gegente i l,  e ine unhe imliche  
Abstandslos igke it? 

Das Be isp ie l des „Wirt schaft shorrors“ (Viviane Forrester)  ze igt uns,  
dass wir immer noch gute Gründe haben, uns mit jener „Gefahr“ zu 
befassen , d ie Heidegger in se inem dr itten Vortrag in Augensche in nimmt,  
und d ie wir im Rückgang auf unsere  e igenen  Erfahrungen und Wider -  
fahrnisse neu zu bedenken haben. Heidegger zufo lge ist  d ie Gefahr dort am 
größten, wo sie in e ine a l lgemeine Verweigerung der Nähe (oder der  
„Nahnis“) ausmündet. Es ist  e ine Verweigerung, d ie a ls zunehmende 
„Verwahr losung“ in Ersche inung tr it t .  „Verwahrlosung“ von Welt und 
Ding – in der Sprache des frühen Heidegger könnte man von e iner  
zunehmenden Verwahr losung der „Umwelt“,  der „Mitwelt“ und sogar  der  
„Se lbstwelt“ sprechen – das is t  d ie höchste Gefahr , we i l in ihr das 
ursprüngl ich verstandene Wesen der Wahrheit  se lbst  gefährdet  ist .  Nehmen 
wir den Ausdruck „Verwahr losung“ be im Wort,  dann müssen wir uns aufs  
Neue mit d ieser wesent l ichen Gefahr ause inandersetzen, d ie Jegl iches, d ie  
Himmlischen und d ie Ird ischen, Ding und Welt ,  se iner Wahrhe it  beraubt.  

Uns ob l iegt  es, d ie  gegenwärt igen Symptome der Verweigerung von 
Welt und der Verwahr losung der Dinge zu entsch lüsse ln. Zum Beisp ie l :  
Welche Analyse und welche Kr it ik (e ine Kr it ik, d ie n icht unbedingt in e ine  
pauschale und archais ierende Verwerfung ausmündet) ,  verdienen d ie  
gegenwärt igen Auswüchse der Informatik, d ie jedem von uns d ie  
Mögl ichke it  bietet ,  se ine e igene Sche inwelt  und se in e igenes Sche inse lbst  
im „Cyberwor ld“ aufzubauen? Lauert h ier eine „Gefahr“ und wie lässt  s ie  
s ich kennze ichnen? 

Heideggers  Hauptthese , n icht  nur in se inem dr itten Bremer Vortrag,  
sondern in sämt l ichen  nach der „Kehre“ verfassten Schr iften ist ,  dass  d ie  
gravierendste a l ler Gefahren ihre Quel le im Seyn se lbst hat :  „Das Seyn is t  
in s ich aus s ich für sich d ie  Gefahr sch lechthin.“ (Ga 79, S.54)  

Auch wenn ich das Koro l lar d ieser  These , nämlich dass di e  
gefähr l ichsten Gefahren gerade d ie jen igen sind, derer wir am wenigsten  
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bewusst s ind, vo l l ernstnehme, b in ich mir n icht so s icher, ob ich d ie  
grundsätz l iche These von der Wesensgefähr l ichke it  des Seyns se lbst in  
ihrer vo l len Schär fe übernehmen kann.  

Heidegger se lbst untersche idet in d ieser  Hinsicht zwei Weisen der  
Verkennung der wesensmässigen  Gefähr lichke it  des Seyns se lbst .  Die erste  
Weise ist  d ie Neutra l is ierung, welche das Seyn auf den  a l lgemeinsten und 
ersten a l ler Begr iffe reduziert .  Die zweite besteht in der „onto - theo  
- logischen“ Ident ifiz ierung des Se ins mit  dem se iendsten al ler Se ienden:  
dem Gott der abendländischen  Metaphysik. In e iner Fußnote merkt  
Heidegger an, dass dieser Gottesbegr if f – den er anderswo mit der „Causa 
sui“ ident if iz iert ,  se inerse it s d ie größte Gefahr für e in genuines Bedenken  
oder Erdenken des als „Ere ign is“ verstandenen Seyns darste l lt .  Hier  
könnte man s ich mit Emmanuel Levinas fragen , ob ein Gottesbegr if f,  der  
unzertrenn l ich von der unendl ichen Verantwortung für den Anderen a ls  
Anderen ist ,  nicht se inerse it s e ine Gefährdung für jene Gefahr darste l lt ,  
die s ich, Heidegger zufo lge , im Seyn a ls so lchen verb irgt .  

Fal ls wir so lche und ähn l iche Fragen an uns herankommen lassen , s in d 
wir vie l le icht besser  in  der Lage,  Heideggers Best immung der  wesent l ichen  
Armut, des Schmerzes und des Todes neu zu erörtern: „Der Tod, das 
Gebirg des Seyns,  der Schmerz,  der Grundr iß des Seyns,  d ie  Armut,  d ie  
Befre iung ins Eigentum des Seyns sind Merkmale, an  denen d ie Gefahr  
merken läßt ,  dass d ie Not inmitten der  r ies igen Nöte ausble ibt ,dass d ie  
Gefahr n icht a ls d ie Gefahr ist .“ (Ga 79, S .57) 

Frage: Welches Verständn is des Todes, des Schmerzes, der Armut is t  
hier vorausgesetzt? I st  es von vo rnehere in ausgemacht, dass e ine  
se insgesch icht l iche Auslegung d iesen Phänomen am besten gerecht wird? 

Heidegger sch l ießt se ine Besinnung über die „Gefahr“ mit e inem 
kurzen Hinweis auf Nietzsches „Wil len zur Macht“ ab. In se inen Augen  
handelt  es s ich ke ineswegs hierbe i um eine Pr ivatmeinung oder e ine  
Sonder lehre des Ph i losophen Fr iedr ich Nietzsche . „Wille zur Macht“ ist ,  
ihm zufo lge,  der sachgerechte  Name für d ie Se insver lassenhe it  im Zeita lt er  
des Nih i l ismus. Die fo lgenden Zei len zeigen, dass Heidegger se in e igenes 
Denken a ls erstes Echo e iner ganz anderen Erfahrung des Seins se lbst  
versteht . Insofern  könnte oder  müsste jedes Heidegger -Kolloquium mit  
fo lgendem Bekenntn is beginnen : „Ein Echo zu se in, ist  schwerer und 
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darum se ltener a ls Ansichten zu haben und Standpunkte zu vertreten . Ein  
Echo zu se in ist  das Le iden des Denkens.  Dessen Le idenschaft  ist  d ie st i l le  
Nüchternhe it .  S ie  ist  unendl ich schwier iger , we i l gefähr l icher a ls  d ie  
vie lberufene Sach l ichke it  der wissenschaft l ichen Forschung.“ (Ga 67,  
S.66) .  

Verstehen wir uns recht : Es hande lt  s ich  nicht darum, e in Echo von 
Heideggers  Denken , und noch wen iger,  e in b loßes Echo des Heidegger -  
schen Sprachduktus zu werden . Nichts is t  le ichter, unverb indl icher und 
letzten  Endes enttäuschender a ls d ies . Vielmehr hande lt  es  s ich darum , e in  
Echo dessen zu se in , was s ich je schon uns zugedacht  und zugesprochen  
hat .  

Obschon ich mich le ider, mange ls an Sprachkenntn issen, n icht d irekt  
an Ihren Gesprächen und an ihrem Gedankenaustausch bete il igen kann, se i  
es mir dennoch er laubt, Ihnen und a l len an diesem Kolloquium Bete i l igten  
zu wünschen , dass es für S ie a l le  e ine neue Gelegenhe it  ist ,  le idenschaft l ich  
und nüchtern  jene „st i l le Nüchternhe it“ zu  erfahren , die jede authent ische  
Gedankenarbe it  auszeichnet .  

„So wie man in den Wald h ine inruft ,  so schal lt  es zurück“, laute t ein  
a ltes deutsches Spr ichwort . Das Rufen des Denkers ist  das Fragen. Se ine  
Zuvers icht ist ,  dass e in so lches Rufen niemals ohne „Echo“ b le ibt im oben  
genannten  S inn e iner Antwort , die mehr  ist  a ls d ie sp iege lb i ld l iche Umkehr  
unseres e igenen Fragens.  
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危険と責任 
―経験としての、そして課題としての思索― 

 

ジャン・グレーシュ（パリ・カトリック大学名誉教授） 

訳：杉村靖彦（京都大学） 

 

 

紳士淑女の皆様 

尊敬すべき同学の皆様 

 

ここ京都で開かれている本年度のハイデッガーフォーラム研究大会の第一日目に、この

ように締めくくりのご挨拶をさせていただくことは、私にとって大変名誉なことです。長

らく待ち望まれた全集第 79 巻の日本語訳が森一郎教授の手でなされているとのことです

が1、私のご挨拶は、この訳業を称える好個の機会ともなるでしょう。 

〔第 79 巻に収められた〕ブレーメン講演とフライブルク講演は、聴講者を「有るといえ

るものへの観入」へと招き入れるものでしたが、50 年以上前に行われたこれらの講演は、

そもそも今でもなお「アクチュアル」なものなのでしょうか。とくにブレーメンでの第二

講演「組み‐立て〔総かり立て体制〕」と第三講演「危険〔危機〕」に注目しつつ、その

ように自問する人は幾人もいることでしょう。 

「アクチュアリティ」なるものを表面的な意味で解するのであれば、これらの講演は、

当時も「アクチュアル」なものではありませんでした。今日でもまた、それがアクチュア

ルであるかどうかは、主に、第三講演の主題である同時にブレーメン講演全体の核心をな

している「危険」を私たちがどう受け止めるかに掛かっています。 

ブレーメン講演が行われたのは、最初の原爆が広島と長崎という日本の都市に落とされ、

「組み‐立て」の致命的な脅威が全世界に対して露わにされた時期でしたが、純粋に事実

のレベルで見ても、今日の私たちの世界が当時よりも危険でないと想定できる理由は全く

ありません。そうした危険は、私たちにとっては、それよりもさらに包括的な「組み－立

て」の一側面でしかないのです。この「組み‐立て」は、「グローバリゼーション」「オ

ゾンホール」「遺伝子操作」「ネットワーク化」「ハイパーテロ」といったさまざまな別

名で呼ばれています。 

これらの現象はそれぞれ区別して分析しなければなりませんが、それら全てに対して、

ハイデガーがブレーメン講演の省察の起点とした次の修辞疑問を振り向けることは難しく

はありません。「どうであろうか。隔たりなきものの内へと何もかもが押し戻されてしま

うことは、全てが入り乱れてはじけ飛ぶよりもさらに不気味なことではあるまいか」（GA79, 

                                                        
1 森一郎･ハルトムート・ブフナー訳、ハイデッガー全集第 79 巻『ブレーメン講演とフライブルク

講演』、創文社、2003 年。本訳稿でのこのテクストからの引用箇所については、森氏の考え抜かれ

た訳業を大いに参考にしつつも、基本的には訳者の手で訳出した。 
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4）。一つだけ例を挙げましょう。 

「Delokalisierung（脱ローカル化・アウトソーシング）」は、今日では経済の専門家の誰

もが唱えるスローガンとなっています。目下、経済採算性の追求という名目で職場が世界

規模に拡大されてきていますが、それによって作り出されるのは、はたして新たな「近さ」

なのでしょうか。それとも反対に、不気味な隔たりのなさなのでしょうか。 

「経済の恐怖（ヴィヴィアンヌ・フォレステル）」2という例が私たちに示しているのは、

ハイデガーが第三講演で視界に収めていた危険に取り組むべき理由がますます大きくなっ

てきているということ、しかも私たち自身の経験に立ち戻ってこの危険をあらためてよく

考えてみなければならないということです。ハイデガーによれば、危険が最大になるのは、

それが近さ（あるいは近づけ（Nahnis））の一般的な拒絶へと行き着くところにおいてで

す。それは、増大していく荒廃（Verwahrlosung〔守りを失って荒廃すること〕）として現

れるような拒絶です。世界と物の荒廃―初期ハイデガーの術語を用いれば、「周囲世界」

や「共世界」、さらには「自己世界」の増大していく荒廃と言ってもよいでしょう―、

これこそが最高の危険です。なぜなら、そこでは根源的に解された真理の本質そのものが

危険にさらされているからです。Verwahrlosung という表現を文字通り受け止めるならば、

私たちは、あらゆるもの―天上的な者たちと地上的な者たち、物と世界―からその真

理（Wahrheit）を奪っていくこの本質的な危険にあらためて対峙しなければなりません。 

世界の拒絶（Verweigerung von Welt）（GA79,51）と物の荒廃という二重のプロセスに関

して、私たちは現在見られる諸々な徴候を解読しなければなりません。たとえば、情報分

野では目下さまざまな異常増殖が起こっており、私たちの誰もが「サイバー世界」で仮の

自己世界や仮の自己自身を作り上げることができますが、こうした事態に対して、どのよ

うな分析と批判（必ずしも大雑把で復古調の拒絶にはならないような批判）をすればよい

のでしょうか。ここでも「危険」ということが語られるのでしょうか。そしてその危険は

どうやって識別されるのでしょうか。 

ブレーメンでの第三講義のみならず、「転回」以後に書かれた全ての著述におけるハイ

デガーの中心的なテーゼ は、もっとも重大な危険は原存在(Seyn)自体にその源泉をもつ、

というものです。「原存在は、それ自身において、それ自身から、それだけで端的な危険

である」（Ga79, 54）のです。 

このテーゼから帰結するのは、もっとも危険な危険とは私たちがもっとも意識していな

い危険だ、というものです。私はこの帰結については全く真剣に受け止めます。しかし、

原存在自体が本質からして危険であるという根本テーゼについては、それを一切和らげず

に受け入れられるかどうかは定かではありません。 

ハイデガー自身、この点について、原存在そのものの本質的な危険性が見逃される二つ

の仕方を区別しています。一つは、存在をもっとも普遍的で空虚な概念に帰する中立化と

いう仕方、もう一つは、存在を最高度に存在する存在者、すなわち西洋形而上学の神と同

                                                        
2 Vivianne Forester, L’horreur économique, Paris, Fayard, 1996.（邦訳：ヴィヴィアンヌ・フォレステル『経

済の恐怖 ―雇用の消滅と人間の尊厳』、堀内ゆかり・岩澤雅利訳、丸山学芸出版、1998 年） 
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一視する「存在‐神‐論的」同一化という仕方です。ある注記3でハイデガーは、このよう

な神概念―別のところでは「自己原因」としての神と呼ばれています―が、「性起」

として解された原存在の真正な熟考（Bedenken）と考究（Erdenken）にとっての最大の危

険となることを指摘しています。ここでエマニュエル･レヴィナスとともに、次のように問

うこともできるのではないでしょうか。他者としての他者への無限責任と不可分であるよ

うな神概念は、ハイデガーが原存在そのものの内に覆蔵されていると言う危険に対して一

つの脅威となるのではないか、と。 

このような問いやそれに似た問いに身を開いておくならば、おそらく私たちは、本質的

な貧しさ、苦痛、死に関するハイデガーの次のような規定を新たに考察する上でより良い

位置に立つことになるでしょう。「原存在を守り蔵する山並みとしての死、原存在の根本

輪郭としての苦痛、原存在の固有財産の内への解放としての貧窮。これらを目印として、

危険は次のことに気づかせてくれる。すなわち、かずかずの巨大な困窮のただ中で、当の

困窮そのものは姿を見せず、危険そのものは危険としてあるのではない、ということに気

づかせてくれるのである」（GA79,57）。 

問題は、死や苦痛、そして貧しさについてのどのような見方がここで前提されているの

かということです。存在歴史的な解釈がそうした現象に最も適したものだというのは、は

たしてはじめから確定済みのことなのでしょうか。 

ハイデガーは、「危険」をめぐる彼の省察を、ニーチェの「力への意志」への短い言及

によって締めくくっています。彼にとって問題なのは、けっしてフリードリヒ・ニーチェ

という哲学者の個人的見解や特別な学説ではありません。「力への意志」とは、ハイデガ

ーによれば、ニヒリズムの時代において〈存在に立ち去られていること（Seinsverlassen- 

heit）〉を事象に適した仕方で名づけたものなのです。その後に続く文章からは、ハイデガ

ー自身が、自分の思索をそれとは全く異なった存在経験の残響（Echo）と見なしているこ

とが分かります。それゆえ、ハイデガーについてのどんなコロキウムも、次のような宣言

から始めることができるし、またそうしなればならないでしょう。「残響であることは、

見解をもったり立場を唱えたりすることよりも難しく、それゆえ稀なことである。残響で

あることは、思索の受苦である。これを被るということ〔情熱〕は、静かなる平静さであ

る。それは、学的研究がしばしば引き合いに出す事象性よりも危険にさらされているがゆ

えに、かぎりなく困難なことである」（GA79, 66）。 

ただし、きちんと理解しておきましょう。これはハイデガーの思索の残響と化してしま

うということではなく、ましてやハイデガー的な言葉遣いの残響と化してしまうことでは

ありません。それほど簡単で拘束力のない振舞い、究極的な目標を裏切ってしまう振舞い

はありません。むしろ、そのつどすでに私たちに思いを向け、語りかけてくるものの残響

となることが重要なのです。 

私は日本語を知りませんので、皆様の議論や意見交換に参加することはできませんが、

それでも皆様とこの研究大会の参加者全員に対して、次のように祈念することは許される

                                                        
3 GA79, 55 に記入されたハイデガーの書き込みを指すと思われる。 
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でしょう。皆様にとって、この度の研究大会が、全ての真の思索作業の性格であるかの「静

かなる平静さ」を、情熱的かつ平静な仕方で経験する新たな機縁となりますように、と。 

ドイツの古い格言では、「森の中へと呼びかけるとこだまが返ってくる」と言われます。

思索者の呼びかけとは問いであり、彼は、この呼びかけがけっして「反響〔こだま〕」の

ないままではいないことを確信しています。反響とは上で言われた意味でのそれであって、

私たち自身の問いが鏡像のように戻ってくるのではなく、一つの応答なのです。 

 

 

 

※ 附記 

 上の文章は、京都大学で開催されたハイデガー･フォーラム第二回大会でグレーシュ教授が行

った挨拶の原稿に、その後教授自身が加筆修正を行ったものである。グレーシュ教授は、大会の

前後二週間程日本に滞在し、東京と京都で二回ずつ講演を行われた。なお、この度の招へいは、

その『存在と時間』の浩瀚なコメンタリー Ontologie et temporalité. Esquisse d’une interprétation intégrale de Sein 

und Zeit, Paris, PUF, 1994 の邦訳刊行（『『存在と時間』講義 ―統合的解釈の試み』、法政大学

出版局）に合わせて企画されたものである。当フォーラムの活況と、そこに集う者たちの真摯な

研究姿勢は、教授に強い印象を残したようである。このような貴重な機会を与えて下さった実行

委員会の方々に、この場を借りてあらためてお礼を申し上げたい。（杉村記） 

 

 

 


