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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）。 



時間と存在（細川亮一） 
ⓒ Heidegger-Forum vol.2 2008  

 

 41 

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 

 


