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はじめに 

 

 カントとハイデガーを比較することはこれまでもさまざまな仕方でおこなわれてきて

いる。それぞれの時間論、さらにはそれを通じて形而上学が両者を比較し対比する場とし

て選ばれることが多かったといえるだろう。もともとカントを形而上学との関係で捉える

こと自体が、少なくともその背景としてハイデガーの（および、ハイデガー自身が踏まえ

ているマックス・ヴントとハイムゼートの）カント研究に由来している以上、これは当然

のことであろう。しかしこの場合、ハイデガーの存在忘却の歴史としての強力な形而上学

概念に引きずられてしまうことは避けがたいことだった。形而上学か、ハイデガー哲学か、

という二者択一として状況が描き出されるのが普通だった。しかしいまこれを反復しつづ

けるのが生産的だとは思われない。ハイデガーそのものが、かつてヴァルター・シュルツ

1が論じたのとはまた別の意味で「哲学史的位置」を改めて測定されねばならないからで

ある。なによりハイデガーの形而上学概念自体に関して、その歴史的被制約性が明らかに

なりつつある。これはカント解釈上きわめて大きな役割を果たし、カント哲学をふところ

深く捉えることを可能としたヴントやハイムゼートにとっての形而上学概念もまたある

特定の形而上学概念を固定したものであったことと同じである。  

 ではどのような観点がありうるか。特に形而上学概念に関してどのような新しい観点が

あるのだろうか。ここではさしあたりカントとハイデガーのどちらにも偏しない中立的な

観点として〈ヘノロジー〉があることを主張したいと考える。ヘノロジーとはオントロジ

ーにかわるいわば新しい形而上学概念である。しかしそれ自体がおそらくいまだ市民権を

得ていない現状にあって、管見ではヘノロジー概念に基づくカントとハイデガーの比較は

まだ試みられていないことだと思われる 2。ヘノロジーの観点ではカントとハイデガーと

はもはや二者択一ではなく、両者ともその形態と達成度とのこされた課題とが平等に問わ

れ、また比較されるべき対象にほかならない。ということは、カントもハイデガーもほか

の近世ないし現代哲学史上の哲学者たちと並んで検討されることを許される個々のケー

ス・スタディの対象として、貫哲学史的な概念であるヘノロジーがとりうる諸形態のうち

にそれぞれが登場してくる、ということにほかならない。こうして〈ヘノロジー〉という

概念の近世哲学史研究上での有用性の提唱という意味をも持たせたいのが本稿の狙いで

あり、そのために注に挙げた諸文献への案内という役割を果たすこことができれば幸いで

ある。 
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１ ヘノロジーとはなにか 

 

 『ヘノロジーとオントロジー』（キュルスゲン） 3、｢形而上学はオントロジーに限られ

るか」（クルバリツィス） 4というような書名や論文名を見かけることからわかるように、

今日の文献においては、〈ヘノロジー〉（henology、Henologie）というタームは形而上学に

おいて〈オントロジー〉というタームと絡み合い、補完しあうものとして一部で使用され

はじめていることはたしかである。しかしまた、まだ定着したとはとても言えないことは、

日本語ではもちろん、英語はもちろんドイツ語でもめったにみかけないことからも明らか

である。また論者によりこの語に帰せられている意味と使命も必ずしも一定していない。

したがってまず必要なのはヘノロジーというターム自体をわれわれがここでどのような

了解のもとに用いようとしているのか、という点の説明だろう。これに関しては、この概

念のポテンシャルを主として近世哲学の理解に役立てることができるというのは私個人

の見通しであり、また責任であることをあらかじめお断りしておきたい。本稿ではこの語

を必要とする状況の必要性と、カント＝ハイデガー問題におけるその有用性、およびヘノ

ロジーという概念の射程を示すと考えられる例を、いわばこの概念の応用範囲を示すため

に挙げることにしたい。  

 ヘノロジーはオントロジーの対立概念というのがなにより基本的な性格である。そこで

まず、ヘノロジーの対立概念であるオントロジーに関するいくつかの事項を確認しておく

ことが必要だろう。最初に共有しておかねばならないのは、そもそも、形而上学とオント

ロジーとは決して相蔽う概念ではない、ということである。〈形而上学〉は古い由緒を持

つ概念であるが、オントロジーのほうは第 2 スコラ哲学によって行われた形而上学の再編

成が生み出した 17 世紀初めの造語である。一言でいえば「存在者 ens」を中心に再編され

純化された形而上学が〈オントロジー〉なのである。言いかえると、オントロジーは近世

初期の哲学的関心と問題状況とを如実に反映しているとともに、またそれによって射程を

あらかじめ制約された概念にほかならない。それがその後の近世の「第 2 スコラ哲学 la 

seconda scolastica」およびそれを継承したヴォルフを頂点とするドイツの講壇哲学において

〈制度〉化されアカデミズムに広く伝播・定着することによって、いわば〈伝統の発明 the 

invention of  tradition〉が達成された、というのがオントロジーというタームが哲学におい

て市民権を得た事情である。かなり雑多な内容を含む〈形而上学〉といういわば緩さを本

領とする概念の、オントロジー＝〈存在論〉というきわめてリジッドなシステムへの変貌

あるいは脱皮が、そしてそれが形而上学の伝統なのだという了解が成立したことが、近世

哲学の成立の背景であり、ライプニッツやカントの思惟にとって背景をなす事情である。

この意味で、デカルトからカントに到る普通の意味での近世哲学史をメイン・ストーリー

だとすれば、そのカウンター・ストーリーがスアレスからバウムガルテンにいたるオント

ロジーの歴史であり、両者が同時にいわば並行して進行したのが近世哲学史なのである 5。

近世の哲学者にとって〈オントロジー〉はまず受容の、ついで超克の対象だった。彼らが

オントロジーに飲み込まれないための拠点が、当時は隠伏的な状態に置かれていたヘノロ

ジーに求められたのである。 
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 こうして現在みられるような、そしてヴントやハイムゼートをはじめ、『存在と時間』

および『カントと形而上学の問題』も例外ではないところの、形而上学とオントロジーと

の同義語化という事態は上に触れたように形而上学に対して、第 2 スコラ哲学、とくにス

アレスによって加えられた〈純化〉によって生じた。これを内容的に捉えるならば、むし

ろ後発のオントロジーによる「形而上学」の〈乗っ取り〉ともいうべき事態が起こったと

いうことにほかならない。それ以前の状況を示すのがピコ・デッラ・ミランドーラの De ente 

et uno であり、タイトルが語るように 1498 年には「存在」と「一」とがそれぞれアリスト

テレス主義者とプラトン主義者との代名詞だったのである。この場合のプラトン主義が実

質的には〈新プラトン主義〉と哲学史家によって呼ばれるようになったものであることは

言うまでもないだろう。これがルネサンスの最終期までの状況なのであり、「一」が見失

われたことこそその後の宗教改革と対抗宗教改革が哲学にもたらしたものである。対抗宗

教改革の哲学的武器であったはずのスアレスの Disputationes metaphysicae が出たのがほぼ

百年後の 1597 年であり、これがスペイン領ネーデルラントを通ってプロテスタント圏ド

イツに伝わり、〈ドイツ講壇形而上学〉（ヴント）を生み出したのである。カントにとって

の形而上学はまさにこれだった。つまり「一」が完全に失われた新形而上学を相手にして、

「一」を蘇らせる試みがカントの哲学なのである。もちろんスピノザも、ライプニッツも

それぞれの意味において、この企てをおこなうことで近世哲学史に登場することになった

のである。 

 この〈純化〉によって失われたものを、つまり「一」を、明示的に取り戻そうとする試

みが 20 世紀の最終局面になって本格的に使われ始めたヘノロジーという概念である。ヘ

ノロジーは語の形としてはオントロジーと同じで、オントロジーが「存在」論であるなら

ば「一」論あるいは「一者」論とでも訳すべきものである。もとより「一」、あるいは「一

と多」が形而上学の核心のひとつであるということは広く承認されていた。しかし、ここ

で言う「ヘノロジー」は「一」あるいは「一と多」の問題が形而上学にとって a problem

ではなく、the problem であるという主張を端的に表現するために使われ始めたタームだ。

そして「一」がとりわけ新プラトン主義のテーマであったため、この主張は新プラトン主

義の解釈と再評価、さらには発展、そして哲学史上の位置付けのやり直しという形をとっ

てくる。例えば Reale6や Beierwaltes7によって、形而上学ははじめから「一」がテーマであ

り、「存在」の問題は二次的・後発的だという形而上学についての別の見方として、パル

メニデスからプロクロス、さらにはクザーヌスまでの視野が拓かれている。またこの観点

からすると、「一」から「存在」へのずれが生起したのはアリストテレスにおいてである

と捉えられることが多いが、それに対しては、Couloubaritsis がアリストテレスそのもので

さえも『自然学』にはヘノロジーのロジックが隠されていることを主張している 8。この

ようにヘノロジーは今まで古代哲学と中世哲学の研究において活用されてきた。それを近

世と現代の哲学にも延伸することができるというのが筆者の主張である（さしあたりカン

トとの関係を持たせるならば、ハイデガーのほかにライプニッツとスピノザがヘノロジー

の視野に入ってくる）。  
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２ カントとハイデガー 

 

 「一」という点でカント研究者にとって直ちに念頭に浮かぶのは『純粋理性批判』の超

越論的演繹論であろう。ここでのカントは徹底的に統覚の「一 Einheit」と直観の「多 das 

Mannigfaltige」との関係付けという仕方でカテゴリーの演繹という問題を解決しようとし

ている。なぜカントはこのタームを用いて問題を定式化するのかという点は、ヘノロジー

という概念の投入によって新しい証明を与えうる可能性がある。そして演繹論のこの枠組

みは「系列 Reihe」概念を中心として構成された弁証論との対比において「一」優位のそ

のヘノロジカルな性格をもつことを鮮明にとらえることができる。そしてハイデガーが

『存在と時間』の第 2 篇第 6 章で論じる通俗的時間概念は明らかにカントの弁証論でのこ

のような時間概念、あるいは〈系列〉による時間の代置との連関性を密かに持たせて造形

されている。言いかえると、通俗的時間概念と対比されるハイデガー自身の時間概念その

ものは翻ってカントの演繹論を、特にそのヘノロジカルな構造を、背景としているものと

見なければならない。ヘノロジーとオントロジーとの性格の違いを、「一と多」でとらえ

るのか（ヘノロジー）、それとも「系列」でとらえるのか（オントロジー）、という点に煮

詰めることができるというのが私の見方である。そしてカントとハイデガーの連関は「系

列」の排除と「一」の特筆という点にあり、相違は「一」の所在をどこに求めるか、とい

う点にある。  

 近世哲学においてヘノロジーの舞台は一つではない（そしてこの点こそが ens というあ

る特定の対象領域と一体化しているオントロジーとの最大の違いであり、ヘノロジカルな

カントを近世哲学の典型としている所以だ）。が、ここでは便宜上集約的にヘノロジーを

捉えるべき場所として「時間」を取り上げる。カントおよびハイデガーの時間をヘノロジ

カルと呼びうる根拠は、両者ともア・プリオリな仕方での時間の全体化を認めている点に

ある。本質的に全体化しえない系列的時間との対比において（系列の形で全体化すること

によってアンチノミーが生ずるというのがカントの論点だ）、両者とも「ア・プリオリな

形式」あるいは「時間性」ないし「先駆的決意性」として、なんらかの仕方で時間の全体

性を先取りする可能性を認め、しかもそのロジックを「一」が「多」を支配することに究

極させている（カントで言えば『純粋理性批判』の A 版から B 版への「カテゴリーの超越

論的演繹」の書き換えはオントロジーからヘノロジーへの転換の徹底である）。ヘノロジ

ーはハイデガーにおいても活用されているのである。  

 では両者の違いはどこにあるのだろうか。カントの時間は あくまでも統覚の「一」と

直観の「多」との関係において、いわばその中間に成立する。時間は時間秩序であると同

時に感性の形式でもある。時間は自足することができない。それは必ず直観の多という与

件を必要とするのであり、受容性を前提としている。カントにおける〈有限性〉はこの点

に基づく。カントのヘノロジーは能動性と受動性との根本的な絡み合いを捉えるために発

動されている。これに反してハイデガーの時間は、いわば時間そのもののうちに「一」と

「多」が内蔵されており、このこと自体が〈有限性〉だとされる。つまり本来性も非本来

性もすべて時間のうちでのこととして考えられている。時間性と空間性との関係ではなく、
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時間性の内部に回収された形でヘノロジーが現われている。しかしこれはヘノロジーのオ

ントロジー化ともいうべき事態にほかならないのではないだろうか。言いかえると、ハイ

デガーの基礎的存在論ではヘノロジカルな構造そのものがオントロジー化してしまって

いるのではないだろうか。上に見たようにヘノロジーが現われる局面がさまざまにありう

るのが近世的なヘノロジーの特徴だ。これに対してハイデガーではヘノロジーが特定の領

域に閉塞しているようにも見られる。これはヘノロジーのポテンシャルを見逃してしまう

ことになる。次節で触れるライプニッツがモナドの構造において、神と世界の関係におい

て、ヘノロジーを縦横に駆使しているのにくらべ、ハイデガーの場合はある特定局面に限

局しているように見えるのである。これはヘノロジーの成り立つ範囲に関して精密化が行

われていることであるのかもしれないが、同時に近世哲学においてヘノロジーが可能とす

る諸領域間の関係付けという体系的な見通しと構成力とを失うことにもなる。ここにハイ

デガーのその後の歩みを理解するための一つの鍵があると考えられる。カントではヘノロ

ジカルな構造は第 2 批判にも第 3 批判にも、『遺稿 Opus postumum』にも見出され、全体と

してヘノロジーの弁証を遂げているとさえ言いうるのに対し、ハイデガーではヘノロジー

がヘノロジーとしてはついに表に出てこないまま、しかも基礎的存在論という領域に閉塞

している。この点にハイデガー哲学の性格を考えるための格好の材料があるのだろうが、

ここでは触れることができない。  

 

 

３ 近世哲学史とヘノロジー  

 

 上にヘノロジーは近世哲学史解釈において有用であると述べた。ここではその例として

まずライプニッツを取り上げたい 9。このことは同時にハイデガーの場合を照射するはず

である。 

  ライプニッツの神義論にとっては神の意志に二通りが区別されている点がなにより重

要である。なぜこのような区別がなされねばならないのかというと、それはライプニッツ

において神が世界と二通りの仕方で関係しているからである。すなわち、創造される前の

可能世界のうちの最善なものに対する関係と、創造された世界に対する関係との二通りで

ある。可能世界と現実世界はその在り方を異にしている。現実世界は可能世界には含まれ

ていなかったものを含んだ世界である。それゆえ、新しい問題が登場してこざるを得ない。

すなわち、自らが予定し決定し創造した世界にはあらかじめ含まれていなかったものを含

む現実世界＝被造世界を、神は肯定
．．

することができるか、という問題である。これこそ神

義論の隠された半面である。そして神は創造した世界の自由な展開の結果にも責任を持つ

ことを決意した。先行的意志 voluntas antecedens と帰結的意志 voluntas consequens という区

別（La monadologie, §90）はこのことを言わんがためのものだ。神義論は人間が神に問うこ

とであるとともに、神が神に対して行う自問自答である。神が世界を引き受けることが神

にとっての神義論である。神義論とは創造された世界を肯定できるかという問題であり、

それは人間が抱く疑問であるとともに、神自身が問わねばならない課題でもある。創造に
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先立つ、いわば第一の意志は全面的ではあるが、計算の結果に基づいたものであった。そ

れは〈系列〉の集合としての世界に関するものだった。これに反して創造された世界に対

して向けられる肯定は、神がとりわけ人間が生み出す世界の展開された内側に目を向けた

ものである。もしこの肯定が第二の意志として創造された世界に付加されるならば、その

とき被造モナドの世界は再び神に還り神に包まれるということができよう。言いかえると、

神は成長した
．．．．．．

。神は創造が終わるたびに「よし」と肯定の言を発するのである（『創世記』）。

神が「全体同時 totum simul」であるというのは神にとって創造後の
．．．．

全経過を踏まえた〈肯

定〉が始めに
．．．

おこなえた、ということにほかならない。それは可能世界の最善世界として

の、創造以前の選択とはまったく別の事柄であり、別の意志を表すものなのである。〈一〉

の働き方が違う、という点からいえば、〈系列〉としての世界を自らの精神のなかに収め

て可能性として選択する意志がオントロジカルな意志であるとするならば、〈系列〉とし

てではなく〈生命〉として展開された全体を、全体からつまり〈一〉から肯定するこの意

志こそはヘノロジカルな意志
．．．．．．．．．

だということができるだろう。一から発した多を再び一が受

け入れるという、ヘノロジーの論理が神の二つの意志を生み出しているのである。 

 そして第二に、日本の形而上学もヘノロジーによって照らし出される面を持っているこ

とを指摘したい。西田の「場所」は系列の否定であり、行為的直観は一と多の関係そのも

のの論理化である（西田のヘノロジーは「形而上学序論」 10に著しい）。さらにまたプロ

ティノス研究者であった西晋一郎や、「一在愛」の高橋里美、プロティノスおよび『大乗

起信論』をハウプト・テクストとした久松真一の宗教哲学 11は明瞭にヘノロジカルである

が、なかでも高橋里美はもっとも正統派のヘノロジストだと言えよう。同時代に西田や田

邊のような弁証法論者がいたため高橋の哲学もその弁証法批評の面から、あるいはフッサ

ールのもとに学んだという点から現象学との関連でアプローチされることが多かったが、

高橋自身は受け取るべきものは受け取りつつも、自分の立場が弁証法でも現象学でもない

ことを強調している。コーヘンを検討してもヘーゲルを分析しても高橋は最後には「全体」

にたどりつく。この全体がヘノロジーの「一」にほかならない。高橋の時代には存在しな

かったため高橋自身もこの言葉を用いては語っていないが、おそらくは高橋の哲学を特徴

づけるためには最も適当と考えられるのはヘノロジーという概念である。ハイデガーとも

かかわりを持ち、しかもヘノロジーとしての性格をよく表しているのは高橋の時間論だが、

3 篇（「フッセルにおける時間と意識流」「時間論」「時間の意識と意識の時間性」）と

も趣旨は一貫していて時間そのものが「一」に帰一することが主張されるのである。「一」

と「多」との関係の諸相の解明と精緻化がヘノロジーの通時的課題であるとするならば、

高橋の「空零なる絶対無は、あらゆる有を包越する純有なる一者が本来の自己を獲得する

ことによって自己自身を喪失した状態」は一つのピークをなす思考である 12。  

 このように形而上学においてオントロジーとヘノロジーという区別は類型化にとって

便利であるだけではない。ヘノロジーという観点を投入することによって従来オントロジ

ーのもとにいわば隠されていた、あるいはむしろ潜んでいたものを近世哲学において明る

みに出すことができる。たとえば、有と無という対立項自体がオントロジーの制約のもと

にあるにすぎない、というのはヘノロジーがもたらす着眼点である。ヘノロジーは、より
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滔々たるコンテクストのもとで近世哲学とハイデガーをひとつの集約点とする現代哲学

を、そして日本哲学を、捉えなおすことを許す。なによりヘノロジーは、日本哲学を古代

哲学以来のヨーロッパ哲学の流れの対立者ではなく、むしろきわめて正統的な継承者とし

て捉えることを可能とするのである。  

 オントロジーとヘノロジー両者の違いを根本的にいえば、もしオントロジーが「何故に

無ではなく有が存在するのか」を問題とするのであるならば、ヘノロジーは「何故に一の

みが存在するのではなく多もまた存在するのか」か、を問題とするという点だと要約する

ことができよう（ちなみに高橋は後者の問いに答えている 13）。本稿では触れることがで

きなかったが、この相違点はさらに多くの説明を必要とする含蓄の深いものである。後考

を期したい。  
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13 高橋里美、同、240 頁。  

 

※本稿は「科学研究費補助金・基盤研究（C）・課題番号 23520019 形而上学史再構築のた

めの基礎的研究 ―カント《Opus postumum》への道」に基づく研究成果の一部である。  

 

Shigeru FUKUTANI 

Kant und Heidegger 

― Henologie in der neuzeitlichen Philosophie 


