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ハイデガーと可能性としての「宗教現象学」 

           

                         上田 圭委子（首都大学東京） 

 

 

はじめに 

 

フッサールの創始した現象学は、宗教的体験の哲学的な探究に対しても、新たな可能性

を開くものであったと考えられる。というのも、現象学的な方法は、宗教的体験における

超越的なものと人間との関わりを、超越的なものがそれ自体何であるかという探究に関し

てはエポケーし、超越的なものと関わる人間の意識の領域自体を探究の対象領域として捉

え、記述することを可能化するものであったからである1。1916 年から 2 年間フッサール

の助手であったエディット・シュタイン（1891-1942）の後年の神秘主義研究2は、現象学

                                                   
1 現象学が神学に対して持っている可能性へのフッサール自身の言及については、 vgl. Edmund 

Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie , erstes Buch, (hrsg. Karl 
Schuhmann), Kluwer Academic, 1995, S.109-110. 

2 エディット・シュタインのカルメル会入会後の、そしてアウシュビッツで亡くなる前年の著作『神

認識へのさまざまな道  ―ディオニシウス・アレオパギタとその象徴神学』（1941）では、彼女は、

冒頭でアレオパギタ文書が中世の西洋思想を形成した諸力としてアリストテレス、アウグスティ

ヌスと共に大きな影響力を持った文書であり、6 世紀以来、使徒の時代の書物と信じられて教会に

おいて権威をもっていた書物ではあること、しかし近年、専門家によれば、5 世紀の終わりをその

成立年代とする「偽書」であることが判明したことに言及する。しかし文書の歴史的な成立経過

や、著者が誰であるのかの推測には深く立ち入らず、ここでは「アレオパギタ文書の特徴的な思

索の世界の一端」の「事象的な意義（sachliche Bedeutung）」を与えることに専念すると言い、この

探究は「神学者にとって」のみならず「哲学者にとって重要な観点から」のものであるとして考

察を展開する（vgl. Edith Stein, Wege der Gotteserkenntnis , Gesamtausgabe, Bd.17, Herder, 2007, S.25）。シュ

タインは、アレオパギタの「神秘神学」における「神学（Theologie）」とは、「学問（Wissenschaft）」

や「神についての体系的な教説」ではなく、「神の言葉」を意味していたのであり、アレオパギタ

が「ダニエル、エゼキエル、あるいは使徒ペトロ」を「神学者たち（Theologen）」と呼ぶときには、

「決して第一義的には、彼らの名で呼ばれるところの本や手紙の著者であると言っているのでは

なくて、（私たちの言語使用によれば）霊感を与えられているということ、つまり彼らが、神によ

って捉えられているがゆえに、神について語るのであり、あるいは神が彼らを通して語る」とい

うことを意味しているのであり、「あらゆる Theologen のうちの最高の方がキリスト、すなわち生

きた神の言葉」であり、神とは、「神の言葉の根源（Ur-theologen）なのである」とする（a.a.O., S.27）。

そしてアレオパギタの「神秘神学」は「隠れた啓示」と表現できるとする。シュタインは、「神は、

神が自らを啓示することによってのみ認識される。そして神が自らを啓示するところの諸精神は、

その啓示をさらに次へと渡す。認識と告知は互いに緊密に関係している。しかし、認識は高けれ

ば高いほど、それだけ暗く、秘密に満ちており、それだけ、言葉において捉えることは僅かしか

できない。神への登攀は、暗闇と沈黙への登攀である」とし、言葉で詳しく語りうるのは、この

「山の裾野」の部分であるとする（a.a.O., S.27）。シュタインによれば、アレオパギタの「神秘神学」

は、「頂へと導く段階」を「互いに補完する」「二つの異なる道」、つまり「肯定神学」と「否定神

学」において示す。「肯定神学」は、「創造者と被造物のあいだの対応関係」すなわち「存在の類

比（アナロギア‐エンティス）」に基づいており、「否定神学」は、「類似」と並ぶ「より大きな非

類似」に基づいている。そしてこの両者は、「トマスがいつも強調したように」「神秘神学におい

てその頂の上で一致する」（a.a.O., S.29）とされる。「肯定神学」のうちの「最も下位の段階」をア

レオパギタは、「象徴神学」と呼ぶのだが、シュタインは、この「象徴神学」の内実を、アレオパ

ギタ文書を参照しつつ解明しようとする。そこでは、シュタインは「象徴的な語り方」において
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的な方法が、超越者へと関わる人間の魂の領域を扱うための有効な手段であることを示し

ている。 

 エディット・シュタインに次いでフッサールの助手となったハイデガーもまた、1918/19

年の未完の講義草稿において明らかなように、初期においては、中世神秘主義をまず「体

験（生）」そのものとして捉え、現象学的に扱う可能性を探っていた 3。この試みは、より

精錬された方法概念を伴って、1920/21 年冬学期の『宗教現象学入門』講義以降において

展開されることとなる。  

本稿では、まず、『宗教現象学入門』講義およびそれに続くアウグスティヌス講義を参

                                                                                                                                                     
は、ひとが「生の経験」と呼ぶような「日常的な経験に基づいて私たちに慣れ親しんでいるもの

すべて」、つまりはその名が呼ばれたときには「それをすぐに私たちが、霊的な目の前に持つ」こ

とのできるものが、「私たちに日常的な経験に基づいて親しんでいるのではないところの何か別の

ものを示すために使用される」のであり、「そこへと、その象徴的な言い方が移されるところのも

の」を、アレオパギタは「神的なもの」と呼ぶのだとする（a.a.O., S.35）。そして、「象徴」と、「そ

の象徴がそこへと向けて指示するものとのあいだの関係」が成り立ちうるための前提となる了解

について考察する。少なくともその両者を関係付けるため、または何らかの関係があることを了

解するためには、何らかの形で、「その象徴がそこへと向けて指示するもの」たる神的なものへの

了解、すなわち「前提された神認識」がなくてはならない。シュタインは、こうした「神の認識」

が「汲まれうる可能的な源」として「自然的な神認識」、「信仰」、「超自然的な神認識」を挙げる。

「自然的な神認識」は、神の足跡としての、知覚されうる「世界」すなわち「自然」から汲み取

られる神の認識であり、それらの与える形象を人間は神を指示する象徴として了解し、そうした

形象（Bild）を用いて神について語り、また聞いて理解することができるようになる。その意味で、

象徴神学は、「象徴」のための直観をこの自然的な世界から汲み取るといえるのであり、「神の象

徴神学は、創造の全体である」といえる（a.a.O., S.41）。この「自然的な神認識」から「超自然的な

神認識」への「移行」は、シュタインによれば、「あるひとの現実存在を、ただそのひとのある諸

作用においてのみ感じ、その諸作用からそのひとについて解明している」という状態から、その

ひとを「個人的に知るようになる」ことに比較されうる。そして、「信仰」は、「この移行のため

に橋をかけることができる」とされる（a.a.O., S.49）。とはいえ最も直接的な「超自然的な神認識」

においても、神は決して目で見ることができるとか、想像力によって見る、といった形で現れる

わけではない。シュタインは、たとえば預言者イザヤに対して神が語るというような出来事にお

いて「何が預言者に自分が神の前に立っているという確信を与えるのか」と問い、こうした確信

は、「神が現前しているという《感情》」に基づきうるとし、「ひとは、最も内的なところにおいて

神について感じており、その現存に触れているのである。それが、私たちが本来的な意味におい

て神の経験と呼ぶものである。この確信が、あらゆる神秘的体験、すなわち神との人格的な出会

いの核である」としている（a.a.O., S.45f.）。しかしながら、こうした神との人格的な出会いも「究

極の充実化を与えるのではなくて、自らを超えて、より高次の段階の神秘的経験におけるより本

来的な充実化へと指示する」のだとされており、その究極の充実化については、「ここでは言われ

るべきでない」とされている（a.a.O., S.48）。  
3 Vgl. Martin Heidegger, Phänomenologie des religiösen Lebens, Gesamtausgabe, Bd.60, Vittorio Klostermann, 1995, 

S.303-337.（以下、ハイデガー全集からの引用は、括弧内に GA 巻数、頁数で示す。）この「中世神

秘主義の哲学的基礎」と題する未完の講義草案は、決して完成度の高いものではないが、後に展

開されることになるハイデガーの思索の萌芽を見て取ることができる点で、有意義なものである

と思われる。ハイデガーはこの草稿で「離脱（Abgeschiedenheit）」をエックハルトの中心概念とし

て捉え（GA60,318）、「多様なものは、生すなわち主体を分散させ、落ち着かなさへともたらす」

（GA60,317）のであり、これに対し「多様性から遠ざかる過程、すなわち、根拠へ、根源へ、そ

の根へと戻ろうとする方向」（GA60,316）において、絶えず前進しつつ、一性へと向かう動的なも

のとして「離脱」を捉えている。この草稿でハイデガーは、絶対的なものは、真・善・美の合成

としてではなく、「神と魂の根底の名状し難さ」の領域において、「何らの対象性もない」ものと

して理解されるべきであるとしている（GA60,316）。ちなみに、ここで用いられる Abgeschiedenheit

は、全集 70 巻における奥深い存在が「原初から離れること」として用いられる Abgeschiedenheit

（vgl. GA70,15,16,18）とは意味が異なる。ただし、全集 71 巻では、ここで用いられている意味に

近い離脱の意味で Abschied という言葉が用いられている（vgl. GA71,330）。  
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照しつつ、原キリスト教的な生の経験の現象学的解釈の方法と内実を確認する（第一節）。

次に、『存在と時間』（1927）における現存在の実存論的分析と信仰を持つ実存及びその学

としての神学との関係を、「現象学と神学」（1927）を参照しつつ確認する（第二節）。続

いて後期の存在思想に目を向け、ハイデガーの存在の思索を貫くきわめて現象学的なもの

といえる存在の真理の基本構造を確認した後、主として『哲学への寄与』（1936-38）にお

ける「最後の神」の、存在の真理の基本構造における位置づけとその内実を考察し、ハイ

デガーと宗教現象学の可能性について何が言えるのかを、明らかにしたい（第三節）。  

 

 

第一節 原キリスト教的な生の経験の現象学的解釈  

 

A. 事実的な生の経験から出発する現象学的解明と、パウロ書簡解釈  

ハイデガーは、『宗教現象学入門』講義（1920/21 年冬学期）の前半部において、これか

ら行おうとする現象学的な哲学の探究は、何を目がけて、どのような方法において遂行す

るのかを明らかにする4。 

                                                   
4 この時期のハイデガーはフッサールの現象学を評価しつつも、意識の領域を探究する現象学から、

ディルタイの影響をも受けつつ、史的なものを含む事実的な生の現象学へと自らの道を切り開こ

うとしていたと考えられる。とはいえこの講義では、少なくともハイデガーは、何らかの存在者

は、「ただ意識に対してのみ存在している」（GA60,56）のであり、「存在論的な区分にふさわしい

のは、そのうちで《意識の諸々の様式》の連関が問われるような、意識に従ったものであり、そ

のような諸々の意識の様式のうちで、存在者は《構成される》つまりは意識される」（GA60,56）

とし、この問題は「カントによって立てられた」が、フッサールの現象学がはじめて「このよう

な考察を具体的に貫徹するための手段を持った」（GA60,57）とする。そしてそれによってこの対

象へ関わろうとする意識自体が、理論的な学よりも根源的なひとつの探究領域となったのであり、

「意識の法則性」は「原理的に根源的であるだけでなく、もっとも普遍的なもの」であるとして

いた（GA60,57）。ハイデガーは、この時期に『論理学研究』の第六研究に特に関心を持ち、「日本

人留学生と一緒に、毎週規則的に『論理学研究』を読んだ」とされる（渡邊二郎『内面性の現象

学』勁草書房、1978 年、128 頁参照）。（ちなみに、ハイデガー自身の記述では  mit älteren Schülern

となっている。Vgl. Martin Heidegger, Zur Sache des Denkens, Max Niemeyer, 2000, S.87.）渡邊二郎によれ

ば、「当時のハイデッガーに実っていった洞察」とは、「フッサール的な《意識諸作用の現象学》

において、《諸現象がおのれ自身を告示すること》と称されている事態は、実は《もっと根源的に

は》、アリストテレスや全ギリシア的思惟において《アレーテイア》として」、つまり「現存者の

顕現」「現存者がおのれを示すこと」として「思惟されていたものだった」ということであり、「本

来、現象学において扱われるべき《事象そのもの》とは、《意識とその対象性》ではなく、《存在

者の存在》」である、ということであるとされる（渡邊二郎、前掲書、129-130 頁参照）。よって、

フッサールの現象学が「意識」を問題とするのに対して、ハイデガーでは、「存在者の存在」を問

題とするという点に、決定的な隔たりがあるというのが、渡邊二郎の指摘である（同書 132 参照）。

むろん、この場合、フッサールの立場からすれば、ハイデガーの言う「存在者の存在」とは、意

識或いは超越論的主観性の領野において見て取られるもののことを意味しているに過ぎないので

はないか、との反論が可能であろう。しかしながら、ハイデガーの立場からすれば、存在は、意

識において見て取られるとしても、意識や主観の成立に先立って与えられているとするならば、

存在者の存在こそが何よりも先立って問われなければならないものであることになるであろうし、

また、フッサールでは所与であるところの超越論的主観のその成立を可能化しているものについ

ても、ハイデガーはさらに時間を地平として問うことを試みているのであり、その意味で、ハイ

デガーがあらたに、フッサールの「意識」の現象学を、「存在」の現象学へと展開しなければなら

ないと考えたことには、少なくともハイデガーからすれば、哲学的な必然性があったということ

になろう。  
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 ハイデガーによれば、「哲学の出発点でもあり、目標でもある」のは、「事実的な生の経

験」である（GA60,15）。ハイデガーは、この「事実的な生の経験」の核を「史的なもの（das 

Historische）」 5と見て、これを「事実的な生から取り出さねばならない」（GA60,34）とす

る。さらにハイデガーは、「史的なもの」の本質を、「不安にさせるもの（beunruhigend）」

（GA60,37）と捉え、それを、現象学的方法によって露わにすることを目指す。その際ハ

イデガーは、「現象学的解明にとって導きとなる意味の方法的使用を《形式的告示》と名

づける」（GA60,55）とし、「現象は、形式的に告示する意味が自らのうちに担っているも

のに基づいて眺められる」（GA60,55）と言う 6。ハイデガーによれば、経験されたものの

その内容、経験される仕方としての関わり方、そしてその関わり方の遂行される仕方、と

いう三つの方向に従って問うことが「現象」 7を問うことであり、「《現象》とはこれら三

つの方向に従った意味全体性」（GA60,63）であり、「《現象学》とはこの意味全体性の解明」

（GS60,63）なのであった8。 

                                                   
5 historisch という言葉の用いられ方が、『存在と時間』の時期とこの講義とでは、異なっているこ

とに注意。ここでの historisch なものは、『存在と時間』では Geschichtlichkeit と呼ばれているもの

に近い（vgl. Martin Heidegger, Sein und Zeit, Max Niemeyer, siebzehnte Auflage, 1993, S.393. 以下、この書

物からの引用は、丸括弧内に SZ 頁数で示す）。  
6 ハイデガーは、ここでの「形式化」の意味するものについて、以下のように説明する。まず、ハ

イデガーは、フッサールの形式化と一般化の区別に触れる。フッサールの区別においては秩序に

おいて下位に位置するものの事象性を含まない、例えば、物→対象、といった Formalisierung と赤

→色→感性的なものといったように、秩序において下位のものの事象性を含む普遍化である

Generalisierung が区別される（vgl. GA60,57-62）。これに対してハイデガーのいう「形式化」は、こ

うした区別における Formalisierung から示唆を得たものであるが、全く同じではなく、「《形式的告

示》においては、これに対して、秩序というものを問題としていない。ひとは形式的告示におい

てはあらゆる序列の組み入れからは遠ざけられており、まさにすべてを未決定のままにさせるの

でなければならない。形式的告示は、現象学的な解明への関係における意味だけを持っている」

（GA60,64）とされる。ハイデガーの「形式的告示」については、田村未希「前期ハイデガーの方

法概念  ―初期フライブルク講義における「歴史を理解する」という課題と方法論形成について

―」（『現象学年報』29 号、日本現象学会編、2013 年、133-140 頁所収）、森一郎「ハイデガーに

おける形式的暗示について」（『哲学雑誌』105 巻 777 号、哲学会編、1990 年、163-181 頁所収）、齋

藤元紀『存在の解釈学』（法政大学出版局、2012 年）から多くを学ばせていただいた。記して感謝

したい。    
7 周知のように、『存在と時間』においては、現象は「自らを、自ら自身に即して示すもの」（SZ28）

であり、『存在と時間』の現象学において「見えるようにさせる」べき「現象」とは「さしあたっ

て大抵はみずからを示すものに属し、つまりはそれの意味と根拠をなしているところのもの」で

あり、それが「存在者の存在」と呼ばれるものであるとされる（SZ35）。渡邊二郎によれば「それ

自身においておのれを示すもの」というのが「現象」の「形式的概念」であるということは、「事

象の背後や根底に、物自体のように隠れているものに関係して言われる概念では全くない」ので

あり、ハイデガーにとっての現象は、「現象学的な現象概念」である「存在者の存在」が、「おの

れをあらわにして示すという意味での存在の現象」のことであり、それは、「もろもろの《事実的》

なもののなかで働いている《本質的構造》」だと考えられるとされている（渡邊二郎、前掲書、98

頁参照）。  
8 von Herrmann によれば、「内容意味」は「有意義性‐世界における存在」を名指し、「関係意味」

は「この有意義性としての世界への気遣いを担っている関係を名指し」、「遂行意味」は「そのう

ちで気遣いを担う関係が遂行されうる」「二つの存在可能性」を名指すとされる （ vgl. 

Friedrich-Wilhelm von Herrmann, Die drei Wegabschnitte der Gottesfrage im Denken Martin Heideggers, in 

Die Gottesfrage im Denken Martin Heiedeggers , Felix Meiner, 2011, S.40）。ちなみに『存在と時間』においては、

ハイデガーは、「意味」とは、「或るものの了解可能性がそのうちに保たれている当のもののこと」

であり、「了解しつつ開示することにおいて分解可能であるものを、われわれは意味と名づける」

とする（SZ151）。そして「意味という概念は、了解しつつある解釈が分節するものに必然的に属
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ハイデガーがこの講義の後半で行うパウロ書簡の現象学的解釈も、原キリスト教的な生

の経験の内容意味、関係意味、遂行意味の全体性を、「史的なもの」として露わにするこ

とを目指して、遂行される9。ハイデガーは、主として新約聖書の文書のなかでももっと

も古い資料に属する『テサロニケの信徒への第一の手紙』をもとに、原キリスト教的な生

の経験を現象学的に解釈する。そこでは、世にあって、神から呼びかけられ、神の方へと

向かいつつ、いつか必ず来るが、それがいつであるのかわからない主の再臨という世の終

わりのときを待ちつつ、不安の中で生きる時間性の経験が露わにされる。彼らの日々の振

る舞いの「いかに」が、真にキリストに倣うものであったかどうかは、再臨の日にその生

の「いかに」全体が定まるまでは不確実であり、その意味では彼らは常に不安のなかで生

きているといえる。「キリスト教的な生にとって」は、「不確実さ」は「必然的なもの」な

のである（GA60,105）。こうした、神との関係を中心とした自己世界と、この世的な意義

連関の世界の狭間で耐え抜く不安な生が、原キリスト教的な宗教性の根本規定をなすので

あり、それを、ハイデガーは、「原キリスト教的な宗教性は本来的には事実的な生の経験

それ自体」であり、「事実的な生の経験は史的」なものであるとし、これを、「原キリスト

教的な経験は時間性それ自体を生きている」（GA60,82）と表現するのである。  

 

B. 1921 年夏学期講義におけるアウグスティヌス『告白』第 10 巻の現象学的解釈 

続く講義でハイデガーが取り上げるのは、アウグスティヌス『告白』第 10 巻である。

ハイデガーは、アウグスティヌスが、新プラトン主義の影響を受けつつも、その根底にお

いては原キリスト教的な事実的な生の経験を保持していると見て、それを現象学的解釈に

よって露わにすることを目指すのである 10。第 10 巻は、回心後のアウグスティヌスが、「私

があなたを愛しているとき、私は何を愛しているのでしょうか」（GA60,178）と神に問う

ことから始まる。自らの記憶の領域の探求を経たあと、アウグスティヌスは、最終的に「私

が真理を見出したところ、そこに私は真理自身である神11を見出した」（GA60,202）と言う。

                                                                                                                                                     
する当のものの形式的な骨組を包括している」（SZ151）としている。  

9 その詳細については、拙論「初期フライブルク期のハイデガーにおけるパウロ書簡の現象学的解

釈」（『実存思想論集 XXVIII』、実存思想協会編、2013 年、123-140 頁所収）を参照。  
10 その詳細については、拙論「1921 年夏学期講義におけるアウグスティヌスとの対話からハイデガ

ーが受け取ったもの」（『哲学誌』第 54 号、都立大学哲学会編、2012 年、49-68 頁所収）を参照。  
11 アウグスティヌスは、「真理（veritas）」を、「それによってすべてのものが真（verum）であると

ころのもの（Conf., X,23,34）としている。また、『ソリロキア』によれば、「真のもの（verum）と

は、「存在することころのもの（ id quod est）」であるとされている。したがって、アウグスティヌ

スにおける真理の意味は、「存在するものを存在者たらしめている」「存在そのもの（ ipsum esse）」

であることになる（山田晶『アウグスティヌスの根本問題』創文社、2000 年、139-201 頁参照）。

よって、ここでのアウグスティヌスの論理は以下のようになろう。①人間は、さまざまな具体的

な場面において、そのものが実際に存在しているのかどうかを問い確かめ、存在を根拠として真

偽の判断を行っている。②真偽の判断がこのように可能であるためには、人間の記憶の中にすで

に、それによってすべてのものが「真」であるところの「存在そのもの」としての｢真理｣の理解

が与えられているのでなければならない。③ところがこの「真理」それ自体は、感覚から記憶の

内に入ってきたものでもないし、また自らの考えが勝手に作り出したものでもない。④よって、「真

理」は、私の記憶の内にあるが、私を超えたものである。こうした推論の上に立って、アウグス

ティヌスは、ハイデガーも敷衍しているように「どこからか、あなたは記憶の内へと来たりたも

うたに違いない」と考え、「私はあなたを見出しました（…）あなたのうちに、私を超えて」（vgl. 
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しかしながら告白はそれでは終わらず、アウグスティヌスはさらに第 10 巻の 30 章から 41

章まで、神に向かって、地上の生のなかで、さまざまな誘惑（ tentatio）  にさらされてい

ることについて告白してゆく。そしてハイデガーも、それに添いつつ、事実的生の根本性

格としての気遣い（curare）を具体的なさまざまな誘惑の契機に即して見てゆく。これら

の章は、「神を探究する」というここでの「本来的な問いの連関」において「避けること

の出来ない」ものであるとハイデガーは言う（GA60,209-210）。なぜなら、アウグスティヌ

スにおける神経験は、「単独で取り出された行為や特定の契機のうちにあるのではなく、

固有の生の史的な
．．．

事実性の経験連関のうちにある」からである（GA60,294）。  

さて、ハイデガーは、アウグスティヌスの「わたしは、自分自身にとって重荷 12です」

という言葉を引き（GA60,205）、「生」は「誘惑」の連続であり、「可能性
．．．

が、本来的な〈重

荷〉」なのだと講義メモに記している（GA60,249）。ハイデガーは、アウグスティヌスが史

的な事実的生の中で多様なものへの「気散じ（Zerstreuung）」13あるいは「落下」への傾向

を自らのうちに感受しつつも、そこから一なる神へと立ち返る「反対方向の動き」である

「節制（continentia）」を神が「命じ」ている 14ことをも同時に自覚していることを見て取

り（GA60,205）そこに「生の分裂した状態」があることを指摘する（GA60,206）。  

アウグスティヌスは自らが曝されている肉欲、食欲などの感性的な誘惑、目の欲すなわ

ち好奇心15の誘惑、さらにはひとから畏敬され愛されたいという世俗の誘惑について神に

告白する。その際、彼は、例えば名誉心への誘惑に対して「私から失せてしまったのでし

ょうか、またこの生全体において失せていることが可能でしょうか」（GA60,227）と神に

問う。アウグスティヌスは、生の全体が完結するまでは、誘惑へと陥る可能性に対しても

自らが開かれていることを、知っているがゆえに不安なのである。ハイデガーは、「真正

な根元的な自己愛（絶対的なエゴイズム）」と「真正な絶対的な神への愛〈絶対的な献身

（Hingabe）〉」のあいだで揺れ動く実存における気遣いにとっての「最も根元的な真正な

                                                                                                                                                     
GA60,203）（原文では、ubi ergo te inveni, ut discerem te, nisi in te supra me?）と神に語るのだと考えら

れる。山田晶は、この箇所について、「かくて神に関する根源的な知は、記憶をこえた神において

得られるものでなければならない。記憶をこえることは自分をこえることである。神に関する根

源的な知は、自己が自己をこえ、神のうちにあることにおいて得られる。人間の精神はそのもっ

とも奥深いところにおいて、超越者である神に向かって開かれている」と注釈している（山田晶

『世界の名著 アウグスティヌス』中央公論社、1994 年、365 頁参照）。こうしたアウグスティヌ

スの見方に対して、ハイデガーは、現象学的な領域の探究によって、存在そのものを神とはせず、

存在がアウグスティヌスの言うところの記憶の領域に対して露わになってくるその現前を指して

神と呼んでいると私たちは解するが、両者には、真理を存在の人間への現われに即して理解する

点で共通点もあるといえる。  
12 周知のように、ハイデガーは『存在と時間』においても、以下のように、「重荷（Last）」に言及

している。“Das Sein des Da ist in solcher Verstimmung als Last offenbar geworden.” (SZ134) 
13 この語は、周知のように『存在と時間』でも用いられている。例えば、ハイデガーは以下のよう

に言う。「世人‐自己としてそのつどの現存在は世人の中へと分散して（zerstreut）おり、自らを

まず見出さねばならない。この気散じ（Zerstreuung）は、最も身近に出会われる世界に配慮的に気

遣いつつ埋没することとして私たちが認識している存在様式の《主体》を特徴づけている」（SZ129）。 
14 ベッカーの講義ノートに拠れば、ハイデガーはここでの「節制の命令」を、「良心において神ご

自身が語りかけること」と解釈しているようである（vgl. GA60,270）。  
15 『存在と時間』では、好奇心は世人の開示性の一つの様態として取上げられ、『告白』第 10 巻 35

章が引用されている（vgl. SZ171）。  
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不安（Furcht）16」をこうした信仰のうちに見て取っている（GA60,260）。  

さて、誘惑に陥り、神よりも自分自身を重要だと思うことは、本来あるべき秩序からの

転落（Abfall）である。それというのも神は自らの生命の生命であり、「神の前では、人間

はその意義に従えば〈無〉だから」である（GA60,235）。誘惑に直面するそのつどに、生

命の生命である神へと心を向けつつ、それによって自らの無性を知ることになるのが、ア

ウグスティヌスの事実的な生における神経験であり、自己経験なのである17。 

ハイデガーは、アウグスティヌスの「人間は、もし誘惑の中で自らを学ばなければ、自

らを知らない」18という言葉を引用しつつ（GA60,242）、さまざまな誘惑に曝されながら不

安の中で生きることを通して、はじめて人間は、自分自身がどのようなものであるのかを

学んでゆくのだと示唆する。「生とは、そのうちで、骨折り（molestia）といったものが経

験されうるもの」であり、この骨折りは、「経験の《如何に》」でもあり、「完全な事実性

のうちで、自己自身を持つことの困難と危険」のことでもある（GA60,244）。「具体的な純

粋な経験の遂行において、落下の可能性が生じるが、最も本来的な生の存在
．．

へと至る完全

に具体的で事実的な《機会》が、同時に、最も本来的な根源的な自己の気遣いのうちで生

じる」（GA60,244）とハイデガーは言う。それが、ハイデガーが現象学的に取り出そうと

した、原キリスト教的・事実的な生の経験の全体であったといえよう19。 

 

 

第二節 『存在と時間』における現存在の実存論的構造と宗教的な生との関係 

 

前節で見たような、原キリスト教的な生の経験に即して取り出された事実的な生は、続

くアリストテレスの現象学的解釈をも経て 20、『存在と時間』（1927）における現存在の実

                                                   
16 ここでは、Furcht を「真正な不安」と訳した。ハイデガーは、Furcht を die echte Angst すなわち

畏敬、と呼んでいる（vgl. GA60,268）。ハイデガーは本講義のメモにおいて不安（Angst）について

考察しているほか（GA60,268）、キルケゴールの『不安の概念』にも触れている（vgl. GA60,257,268）。  
17 ハイデガーは「自己が何に対して自己であるかというその相手方が、いつも自己を量る尺度であ

る」「神の観念が多ければ多いほど、それだけまた自己も多い」といったキルケゴールの言葉を、

講義メモに記している（GA60,248）。  
18 “Nescit se homo, nisi in tentatione discat se.”(Aurelius Augustinus, Sermones II 3,3, in: Patrologiae Cursus 

Completus, Series Latina, accurante J-P.Migne, Tomus38, 1841, p.29.) 
19 アウグスティヌス講義のあと、ハイデガーはもはや原キリスト教的な事実的生の経験を講義で扱

うことはなく、翌年の講義の中では自らの哲学を「原則的に無神論」とする（vgl. Martin Heidegger, 

Phänomenologische Inter pretationen zu Aristoteles , Reclam, 2002, S.28）。とはいえハイデガーの「無神論」とは

「宗教性」といったものさえも可能化している人間の根源的な「事実性」そのものをあらゆる宗

教や哲学に由来する神概念の助けを借りずに現象学的方法によって見つめるということであって、

サルトルの標榜する無神論とは異なると解すべきであろう。彼の哲学における神については、こ

の時点では、また何も言われていないのである。  
20 1921/22 年のアリストテレスの現象学的解釈講義でも、原キリスト教的な生の経験に即して見て

取られていた生の運動性の形式自体は引き継がれている。また「ナトルプ報告」（1922）において

も、「事実的な生の運動意味」は「気遣い（Sorge, curare）」（GA62,352）と呼ばれており、「気遣い

の運動性（Sorgensbewegtheit）」の「根本性格」は（21/22 年冬学期講義では「墜落」あるいは「墜

下」だが、そこから変更されて）、「事実的生の頽落傾向性」（あるいは「頽落（Verfallen）」）と名

づけられている（GA62,356）。また 1924/25 年冬学期『ソピステス』講義でも、アリストテレスが

「魂が真理認識する」と語っていることに現象学的な真理認識の原型を見て取ってこれに注目し、
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存論的分析のなかへ、生かされていることは広く認められている 21。とはいえ、史的な事

実的な生は、『存在と時間』においては、世界の諸意義連関へと頽落した世人自己として

の非本来的なあり方と、死へと先駆しつつ良心の呼び声を聴こうと決意し、本来的なあり

方へと立ち返ることとのあいだを絶えず振動しつつ生きる現存在の、気遣いとその時間性

という実存の形式として取り出されており、そこには、神から呼びかけられ、またこの世

のあれこれではなく神のほうへとひたすらに向かおうとする生の宗教的な側面は、捨象さ

れているように見える。『存在と時間』における現存在の実存論的分析と、自らを超える

超越的なものから呼びかけられ、それへと関わりつつ生きる宗教的な生との関係は、ハイ

デガーにとって、どのようになっているのか。これについて、1927 年に講演され、翌年再

度繰り返された『現象学と神学』は、いくつかの示唆を与えてくれる。  

それに拠ればハイデガーは、キリスト教神学を、「実証的な学問」であるとするが

（GA9,49）、その際に神学において実証的なものとして「置かれたもの（Positum）」とは、

「キリスト者性」すなわちキリストへの「信仰」であるとされる（GA9,52）。「信仰」とは、

「こうした実存の仕方に本質的に属している固有の確信によれば、現存在に基づいてでは

なく、また現存在によって自発的に時熟へともたらされるのではなくて、この実存の仕方

のうちで、またこの実存の仕方と共に啓示されているものに基づいて、すなわち信じられ

ているものに基づいて時熟へともたらされる」（GA9,52）ものである。こうした「信仰」

にとって「第一次的なもの」とは、「キリスト」すなわち「十字架に架けられた神」であ

る（GA9,52）。そして、「信仰を持っている実存の概念的な自己解釈として、すなわち史的

な認識として、もっぱら信の深さのうちで啓示され、またその信の深さ自体によって、そ

の限界を輪郭付けられた、キリスト教という出来事を透けて見えるようにすること」が神

学の目標となる（GS9,56）。このような神学に対して、哲学（現象学）は、「神学的な根本

諸概念の存在的な、しかもキリスト教以前の実質」を「形式的に告示しつつ存在論的に補

正するもの」22（GA9,65）として、神学から必要とされるという。  

例えば、神学的な概念としての「罪の概念」は、「単純に」『存在と時間』で良心の呼び

声によって開示される「責めあり」の「責め」という「存在論的概念の上に構築されるの

ではない」（GA9,65）。しかしながら、「責めの概念は、ひとつの観点において規定しつつ、

しかも形式的に、そのうちで罪という概念が実存の概念として必然的に自らを保持せねば

                                                                                                                                                     
「真理」は、「本来的な意味においては、人間の現存在自身の存在規定である」（GA19,23）とする。

アリストテレスによれば、魂の理（ことわり）を有する四つの部分のうちのひとつであるフロネ

ーシスは、「私がそのうちで、私自身の透明性を意のままにする」（GA19,52）というような仕方で

の真理認識であり、かつ、「自足的なのではなくて、実践のために役立つ」もの、「自らのうちで

行為を見通せるものにする」（GA19,53）ものである。このような、自分自身の為すべき行為へと

自らを導くために、自分自身の真のあり方を見通すことができるような「真理認識（アレーテウ

エイン）の状態（ヘクシス）」（GA19,52）としてのフロネーシス解釈も、『存在と時間』における

現存在の開示性や、気遣いの分析の中に生かされていることは疑いない。   
21 例えば、森一郎『死と誕生』（東京大学出版会、2008 年、168 頁）、池田喬『ハイデガー  存在と

行為 ―『存在と時間』の解釈と展開』（創文社、2011 年、177 頁）、茂牧人『ハイデガーと神学』

（知泉書館、2011 年、第 1 章）などを参照。  
22 “Philosophie ist das formal anzeigende ontologische Korrektiv des ontischsen,und zwar vorchristlichen 

Gehaltes der theologischen Grundbegriffe”.(GA9,65) 
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ならない存在領域の存在論的性格を告示するという仕方においてある」（GA9,65）とされ

る。そして、こうした「存在論的な概念の形式的告示は、拘束する機能を持つのではなく、

反対に神学の概念に自由を与え、特殊な、つまり信仰に従った根源の露呈への指示をもっ

ている」（GA9,65）とされるのである。これは、いかなることか。  

振り返れば『存在と時間』では、「気遣いの呼び声」（SZ277）としての良心が開示する

「責めあり」の「形式的に実存論的な理念」は「何らかの非力さの根拠であること」（SZ283）

であるとされていた。ここでの｢非力さ｣とは、「自ら自身によって自らの現のなかへとも

たらされたのでは非ざる
．．．

もの」、「存在しうることが、自ら自身に属していながらも」それ

を「現存在自身として自らに与えておいたのでは非ざる
．．．

もの」（SZ284）という被投的な事

実、言い換えれば「最も固有な存在を決して根底から支配する力を持っているのでは非ざ

るものである」（SZ284）ことを意味するとともに、可能性への企投においても、諸可能性

のうちのひとつを選べば、「その他の諸可能性」を断念せざるを得ないという非力さをも

意味していた。つまり、「被投性の構造のうちにも、また企投の構造のうちにも、非力さ

が本質上潜んでいる」（SZ285）のが現存在の実存論的な構造であり、「気遣い自身は、そ

の本質において徹頭徹尾非力さによって浸透されている」のである（SZ285）。にもかかわ

らず、非力で有限的ながらも、そのつどの置かれた状況において、諸可能性のうちのひと

つを選び企投するときのその根拠は自ら自身であり、その意味で非力でありながらも、そ

の非力さの根拠として責任を問われうるような存在者として「責めある存在である」

（SZ285）とされていたのである。このような、良心の呼び声によって開示される現存在

の「非力さ」と、「責め」は、存在論的には、何らかの信仰の有無にかかわらず、むしろ

それに先立ってある、現存在の持つ実存論的構造といえるのである。こうした実存論的構

造の形式的告示が、神学における罪の概念 23をその根底にある現事実的な実存のあり方か

ら逸れることなく、むしろそれに基づいて、あるべき方向で理解するための、存在論的な

補正として必要とされる、とハイデガーは見ていると言えよう。  

また、実存の次元において考えるなら、本来の自己を射当てる良心の呼び声によって露

わにされる徹頭徹尾非力な自らの真のあり方と、それにもかかわらず、そのつどの選択・

企てに対しての根拠である自由な存在者として責めを負っていることの自覚は、キリスト

教のみならず、あらゆる宗教における信仰の基盤となるいわば実存の真理 24であり、この

                                                   
23 そもそも「罪」といったものを犯しうるのは、非力でありつつ、そのつどの置かれた状況におい

て自らを根拠として可能性へと企投せざるを得ず、それゆえに自らがその責めを負わざるを得な

いような存在者のみなのであり、罪について論じる以前に、「罪」を犯すということが可能な実存

の、その存在論的構造がその存在領域において明らかにされることが必要なのであり、またそれ

に基づいて初めて、罪が論じられうるのだとハイデガーは考えているのであろう。  
24 周知のように『存在と時間』における「実存の真理」とは、現存在の「根源的開示性」のことで

あった（vgl. SZ221,297）。実存論的には、それは気遣いの脱自的な性質たる時間性のことと解され

るが、実存的には、有限的な、非力な、責めある存在であるということが自らに露わになること

と考えられよう。渡邊二郎は、『存在と時間』において、「死へとかかわる存在」における「徹底

的な〈有限性〉の自覚」と、「良心の呼び声」に「促されて決意の固められる〈呼応的聴従〉との

二つの契機こそは、ハイデッガーにおける実存の究極の真理を形成するものなのであった」とし

ている（渡邊二郎『ハイデッガーの「第二の主著」『哲学への寄与試論集』研究覚え書き』理想社、

2008 年（以下『覚え書き』と略称）、315-316 頁参照）。  
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自らの非力さの徹底的な透徹した見通しが根底にあってこそ、切実な帰依の感情のうちで、

非力さの根拠であるような存在を自らに贈っているものへと聴従帰属するという信仰の

実存的な決断が生じ得ると考えられよう。とすれば『存在と時間』で露わにされる現存在

の気遣いの非力さは、暗黙の内に、現存在にその存在することを贈り、現存在のうちに働

き、現存在の被投的企投を可能化しているものを、指し示していたとも解することができ

るであろう25。  

 

 

第三節 後期ハイデガーにおける「神」の問題と可能性としての宗教現象学  

 

前節で見たように、ハイデガーは『存在と時間』において、宗教的な信仰内容を前提と

しない現存在の実存論的構造を現象学的な形式的告示によって露わにする一方で、それに

よって実証的な学としての神学の概念の補正に寄与しうるという可能性を見ていたとい

える。しかし、ハイデガーと可能性としての宗教現象学の問題は、これで終わるというわ

けではない。その後のハイデガーは、『哲学への寄与』（1936-38）において奥深い存在（Seyn）

の呼び求める促し（Ereignis）への聴従帰属による「最後の神」の通りすがりの準備を企図

していた26ことは、今日では誰知らぬ者もない。また『ヒューマニズム書簡』（1946）では、

                                                   
25 このような意味での「存在」は、後期の『ヒューマニズム書簡』において前期の現存在の被投性

と対応する存在の「投げ」として、“Das Werfende im Entwerfen ist nicht der Mensch, sondern das 

Sein  selbst, das den Menschen in die Ek-sistenz des Da-seins als sein Wesen schickt.”(GA9,337)とい

ったように語られる。言うまでもないが、ここでの非力さの自覚は、無くてもよいような自分の

存在を「在っていい」と在ることを赦し、肯定してくれているものに気づくことと表裏一体のも

のであると解すべきであって、単なる人間の無力さの指摘であると解するべきではないであろう。

茂牧人氏は、その書物で「罪から赦されるというよりも、その人の存在自身が刻々と与えられ、

既に存在することを赦されているという意味での神秘への信仰」に言及しておられるが（茂牧人、

前掲書、209 頁参照）、まさにこのような意味での存在の贈り主への聴従帰属の気分を指し示すこ

とになるのが、ここでの人間の存在論的な非力さと有限性の自覚であるといえよう。  
26 周知のように、1989 年に初めて公刊された遺稿『哲学への寄与』には、生前には語られなかった

「最後の神」への言及がある。また、そこでは「神々しさの出現」を意味する Götterung という言

葉は用いられているが、いまだ「聖なるもの」という言葉は、登場していない。しかしその一方

で、ヘルダーリンについては、「ヘルダーリン解釈のための思索の準備がなされねばならない」

（GA65,422）とされている。「最後の神」については、その後の草稿においても言及がある。1938-1939

年の草稿『省察』においては、「最高の原初は閉ざされており、したがって、最も深い没落がはじ

まる。この没落の中で、最後の神が復活する」（GA66,253）とされている。次に 1941 年の『原初

について』では、「もろもろの原初（神々）、移行（最後の神）」と記され、「新たな神々を探し、

当てにし、期待することは形而上学の終わりへの逆戻りに過ぎない」とされ、「最後の神」は、「奥

深い存在の本質の呼び求める促しのためだけにあり、人間のことを気にかけない」と言われる

（GA70,65）。またここでは「聖なるものと奥深い存在」は、「同じものを名指しているのであるが、

しかし同じものを名指してはいない」とされ、それらは「別の原初の名前」であるとも言われる

（GA70,157）。さらに 1941-42 年の草稿『呼び求める促し（Ereignis）』においては、「最後の神」は、

「最も古く、もっとも原初的」（GA71,229）な神であり、また第一に原初的な最高の神」（GA71,239）

ともされている。またここでは、「詩作と思索」は、ともに「奥深い存在の真理の基礎づけ」（GA71,321）

としてあるのだが、「詩作は、聖なるものの近さを形成する言葉のうちでの、故郷的なものの伝達」

であり、「神々の居場所となるようにと人間存在の歴史を設立すること」であるのに対して、「思

索は奥深い存在の接合の表象のない言葉の中での無気味なものへの離脱」（GA71,330）だとしてい

る。  
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ヘラクレイトスの断片 ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων が「人間は人間である限り神の近くに住む」

と敷衍されていた27（vgl. GA9,354f.）。ハイデガーにおいては、むしろあらゆる人間が、現

象学的に見るならば、その実存の構造においてすでに可能性としての「宗教的」な本質を

もつ存在者であることが、一貫して見て取られていたとも言えるのではないか。  

私たちは、次に、ハイデガーの存在の思索を貫いている存在の真理の基本構造を確認し

たうえで、主として『哲学への寄与』における「最後の神」についての記述を参照しつつ、

ハイデガーの存在の思索それ自体における神の位置づけを考えてみることとしたい。 

 

A. ハイデガーの存在の思索における存在の真理の基本構造  

さて、ハイデガーの存在の思索には、その語られ方は様々であっても、一貫した存在の

真理の基本構造が見て取られうる28。この構造を一貫して支える基本的な語を挙げるなら、

それは、「存在」、そして存在が露わとなってくることを指すきわめて現象学的な概念とし

ての「真理」、そして、「存在」がそれに対して露わとなって来るところの「現存在」とい

う三つの語であろう。しかも、これら三つの語の接合構造は、固定化されたものではなく

それぞれが常に振動しつつ時空を、そして歴史を湧出させているところのものであること

が、ハイデガーの存在思想の特徴をなしているといえる。すなわち、「存在」は、後期に

様々に語られているように、顕現するとともに自らを隠すという二つの方向の動きの中で

揺れ動いており 29、「現存在」は、『存在と時間』においては、非本来的なあり方への頽落

                                                   
27 この言葉の解釈については、拙論「ハイデガーにおける存在と神の問題」首都大学東京課程博士

論文、2013 年、第 12 章（http://hdl.handle.net/10748/6643）において論じた。  
28 渡邊二郎は、『ハイデッガーの存在思想』において、ハイデガーの後期思想を、「《人間的実存》

の只中から、《存在》の真理を、歴史的自覚を秘めた詩作的な《思索》によって見守るという、「人

間」、「存在」、「思索」の三肢によって構成される、存在の思索という《立場》を取る思想として、

前期哲学からの必然的繋りにおいて出現して来ざるを得ない」ものと捉え、後期の公刊著作に盛

られた存在思想の全体を「再構成」して統一的に捉え返した（渡邊二郎『ハイデッガーの存在思

想』勁草書房、1994 年、110-114 頁参照）。私たちは、この成果に学びつつも、ここでは、前期と

後期を貫く、「存在」、「真理」、「現存在」の三つの語の接合構造を中心とする、存在の真理の基本

構造に注目して論じる。  
29 『哲学への寄与』では、周知のように、Sein と Seyn という二つの表記が用いられ、「Sein と Seyn

とは同じものであるが、しかし、それでいてやはり、根本的に異なったものである」（GA65,171）

とされる。本稿では、渡邊二郎の提案に従って、基本的に Seyn を「奥深い存在」と訳す（この提

案の根拠については、渡邊二郎、『覚え書き』、148 頁を参照。ただし、草稿という性質上、明らか

に Seyn が用いられるべき箇所で Sein が用いられていることもある。この点については、同書 145-147

頁参照）。「奥深い存在（ Seyn）」は、例えば、 “Im Sichverbergen west das Seyn”(GA53,342), “das 

Sichverbergen ist ein Wesenscharakter des Seyns”(GA65,330)といった表現からも明らかなように、多く

の箇所で基本的に「自らを秘め隠す働き」をその本質性格として持つことが言われている（ vgl. 

GA65,15,111f.,255,298f.,303,335,342,346,348,350ff.,369,389; 渡邊二郎、『覚え書き』151-152 頁も参照）。

『哲学への寄与』で存在が Sein と Seyn に分けて論じられていることに対しては、同時期にハイデ

ガーが講義で扱っていたシェリング『自由論』からの影響が大きいのではないかと考えられる。
Vgl. Martin Heidegger, Schellings Abhandlung über das Wesen der menschlichen Freiheit (1809), Max Niemeyer, 1995.

（以下、この書物からの引用は丸括弧内に SA 頁数で示す。なお、このシェリング論の詳細につい

ては、前掲課程博士論文、第 7 章において論じた。）この講義では、ハイデガーは、シェリングの

体系を「存在自体の接合構造」（SA38）と呼び、『自由論』を、存在の接合構造を論じたものとし

て扱っている。シェリングにおいては、神は、神のうちで、この根拠と現実存在の区別を持つと

される。そしてそれに応じて、神のうちにある諸事物もまた、「その存在者の現実存在（Existenz）

と現実存在の根拠（Grund）とが区別されなければならない」（SA129）と考えられていることが指

http://hdl.handle.net/10748/6643
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の動きと、本来性への良心の呼び声による立ち返りのあいだで揺れ動いており、あるいは

また後期では存在忘却と、存在の呼び求める促しによる「奥深い存在（Seyn）」への聴従

帰属といった仕方という二つの可能性のあいだで常に振動しているのであり、こうした事

態に対応して、存在が現存在に対して露わとなる事態を指す存在の「真理」もまた、「真

理」と「非真理」とのあいだで振動しているといえる 30。そして、これらの中心である「奥

深い存在（Seyn）」の生動性と持続性 31が、「時間」と「空間」を湧出させ、ひいては存在

の歴史が展開することを可能化しているものと解されるのである。また、こうした存在の

真理を言い述べようとする現存在の行為が、存在の「思索」であり、それは、「存在の家」

32としての「言葉」となって実ってくるのだと言えよう。そして無論、この「言葉」も、

現存在の頽落傾向に対応して、存在の真理を隠蔽するものとなる可能性をも常に孕んでい

るものなのであり、それに抗して存在の真理の開けた明るみへと出で立ち、そこにおいて

                                                                                                                                                     
摘される。さらにシェリングでは、「神の内での根拠と現実存在との根源的な統一」としての「永

遠の精神」（SA155）が存するとされ、さらにこの永遠の精神は、「愛によって動かされている」の

であり、「愛が、精神の働きのための運動根拠であるだけではなくて、精神の中で統べられている

本質」とされていることが指摘される（SA154）。このように、根源的な愛によって動かされた永

遠の精神の内で、神のうちなる現実存在のための根拠と、現実存在とが、円環運動をするなかで、

しだいに、神のうちに根拠としてある諸事物が、現実存在へと生成してくるものと、シェリング

では捉えられており、根拠と現実存在とを繋ぐ紐帯が円環運動のなかでしだいに解けてゆき、高

次の諸事物が現れてくるとされる（vgl. SA164）。このような、シェリングによる、汎内在神論的な

体系の中での諸事物の生成モデルの呈示は、当時のハイデガーにとって、共感の持てるものであ

ったと考えられる。（シェリングのハイデガーへの影響については、渡邊二郎「シェリングとハイ

デガー 存在と神」（『渡邊二郎著作集』第 8 巻、筑摩書房、2011 年、134-149 頁所収）において指

摘されているほか、茂牧人『ハイデガーと神学』（知泉書館、2011 年）においても、取り上げられ

ている。また、汎内在神論については、岩田靖夫『人生と信仰についての覚え書き』（女子パウロ

会、2013 年）から、多くを学ばせていただいた。記して感謝したい。）  
30 例えば、「振動」については、『哲学への寄与』においては、「〈呼び求める‐促しの働き〉は、〈呼

びかけ〉のうちにのみ含まれているのでもなく、また〈聴従帰属〉のうちにのみ含まれているの

でもなくその両者のいずれのうちにも含まれてはおらず、それでいてしかし、両者を振動‐させ

つつあるものなのである。そして、〈呼び求める促し〉における〈向き直る転回〉のなかでのこう

した振動の震えが、〈奥深い存在〉の最も秘め隠された本質である」（GA65,342）といわれている。

（訳語については、渡邊二郎、『覚え書き』、320-321 頁のこの箇所の翻訳を参照させていただいた。）  
31 ハイデガーは、『哲学への寄与』において、奥深い存在について、 “Die Wesung des Seyns als 

Ereignis”(GA65,254)といった言い方をしたり、また奥深い存在は「あるのではなくて生き続ける働

きをする」“Aber einmal ›ist‹ das Seyn überhaupt nicht, sondern west”, “…das Seyn als das Sichverbergende 

west” (GA65,255) といったように、動詞 wesen と共に用いることが多い。渡邊二郎によれば、こう

した wesen および Die Wessung の語には「《生き生きと》《あり続ける》という《生動性》と《存

続性》との二重の意味が含蓄されていることが重要である」とされる。そこで、私たちは、渡邊

二郎の研究成果に学びつつ、ここで、奥深い存在を生動性と持続性を持つものとして理解する。

そのうえで、動詞 wesen は「生き生きとあり続ける」もしくは「生き続ける働きをする」、名詞

Wesung は「生き続ける働き」と訳すこととする。（この語の意味するものについての詳細は、渡邊

二郎、『覚え書き』、173-253 頁を参照）。なお、この動詞 wesen は、渡邊二郎も指摘しているように、

通常は特に神に関して用いられ、「神の働きが、あまねく遍在し、至るところに染み渡り、作用を

及ぼし、《生き生きと働き、活動している》という意味合い」を持つ（渡邊二郎、『覚え書き』、183

頁参照）。実際、若きハイデガーも、教授資格論文においては、スコトゥスにとって「最も厳密な、

絶対的な意味で現実的なのは神のみ」であり、「神は絶対的なもの、現実存在」であり、ここで現

実存在とは、「本質において現実存在しているものであり、現実存在において《生き生きとあり続

けている（west）》」と語り、神を主語として動詞 wesen を用いている（vgl. Martin Heidegger, Frühe 

Schriften, Vittorio Klostermann, 1972, S.202）。   
32 Vgl. GA9,313. 
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存在を言葉へともたらすことではじめて「存在の家」たることができるようなものである

と言えよう。こうした存在の真理の基本構造は、特に後期の『ヒューマニズム書簡』にお

いて端的に見て取られうるものではあるが、実は常にハイデガーの多様な存在についての

語りの根底に見出せるものであり、こうした存在の真理の基本構造それ自体こそが、初期

フライブルク期のハイデガーがその現象学としての哲学の出発点ともし、目標点ともした

私たちの事実的な生の経験の史的で不安な核心部分の形式的告示を引き継いだものであ

り、伝統的には呼びかけてくる超越的なものと人間の魂との関わりの次元として捉えられ

てきた領域を現象学的に扱ったものであるといえるであろう。  

 

B. ハイデガーの存在の真理の基本構造における「最後の神」の位置づけ  

さて、ハイデガーの後期思想への出発点に位置する『哲学への寄与』においては、その

見通しが、「鳴り響き」「投げ渡し」「跳躍」「根拠付け」「到来すべき者たち」「最後の神」

という六つの継ぎ目において語られる33。ここでの「最後の神」は、奥深い存在の中へと

跳躍し、その呼びかけに聴従帰属し、奥深い存在の真理を根拠付ける場としての現の開け

た明るみの中に出で立つ、そのような準備を整えているものに「到来する」ことが希望さ

れうるようなものを指すといえよう。この神は、ハイデガーによって「これまでとはまっ

たく別のもの、とりわけ、キリスト教的な神とはまったく別のもの」（GA65,403）とされ

る34。『哲学への寄与』の構成は、この「最後の神」が、ハイデガーの存在の思索にとって、

                                                   
33 ここで「鳴り響き」は、「拒む働きとしての奥深い存在（Seyn）の鳴り響き」（GA65,9）であり、

「これまで生き続ける働きをしてきたものであり、また来たるべきもののうちへと到達する -広が

りをもつ」（GA65,82）ものであるとされる。また「投げ渡し」は、「先ずは、第一の始まりの投げ

渡しであり、それでもってこの第一の始まりが別の始まりを担ぎ出すようにし、こうした相互の

投げ渡しから」、「奥深い存在の中への」「跳躍の準備が生い育つ」（GA65,9）とされる。また「根

拠付け」とは、「奥深い存在の真理としての真理の根拠付け」であり（GA65,9）、そこでは「現‐

存在」は、「奥深い存在の真理の根拠付けのための瞬間の場」（GA65,323）とされる。そして、こ

うした「現‐存在」における「奥深く立ち入った会得（Inständlichkeit）」が、「到来すべき者たちの

存在」の特徴なのであり（GA65,82）、こうした「到来すべき者たちは、呼びかけを通して目覚め

させられた呼び求める促しへの聴従帰属とその転回を受け取り、保存し、そのようにして最後の

神の目配せの前に立つに至る」（GA65,82）とされる。『哲学への寄与』では、「最後の神」の章の

あとに、ハイデガーのメモに基づく編者の判断により、「奥深い存在」の章が置かれているが、そ

こでは神々および神についての言及は多数あるが、直接に「最後の神」への言及はなく、終わり

から 3 番目の 279 節の Wie aber die Götter? という見出しに「最後の神を参照」との注が付されてい

ることから（GA65,508）、事柄としては「奥深い存在」が全体を統べ、締め括るものであるとして

も、少なくとも神の問題についてのこの章の記述を見る限りでは、むしろ「最後の神」の章が、『哲

学への寄与』においてより後に位置づけられるべき問題を扱っていたように思われる。  
34『哲学への寄与』における「最後の神」への言及については、vgl. GA65,7,12,17,20,23,24,27,34,35,5

7,88,96,227f.,230,240f.,248,262,263,294,308,331,395f.,398,399f.,405ff.,416 . ちなみに ハイデガーは、基本

的にはキリスト教の神を指す場合には無冠詞の Gott を用い（vgl. GA65,118,126-127）、キリスト教

とは関係のない神については、冠詞をつけて単数、もしくは、複数形で表現するという表記上の

区別をなしていると考えられる。これらのキリスト教とは直接に関係のない神あるいは神々とは、

総じてそれへの「聴従帰属に基づいて」、「民族の本質がその歴史性のうちで基礎付けられる」（G

A65,399）ようなもの、すなわち、それぞれの民族の固有性や歴史性と関わるものとして、語られ

ていると解される。本稿では、その詳細に立ち入ることができないが、ヘルダーリンの詩におい

て歌われる神および神々が、『哲学への寄与』においても念頭に置かれているものと考えられる。

ここでは、民族あるいは人間の存在も、大地も世界も含むあらゆる存在者の存在をも統べる奥深

い存在を中心とした存在の真理の基本構造のうちで、「最後の神」と呼ばれるものが、どのような
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附随的なものではなくて、むしろハイデガーの存在の思索さえも、そのための準備である

かもしれないほどに重要なものであることを、示唆していると言えないであろうか。私た

ちは、この「最後の神」が存在の真理の基本構造のうちで、どのような位置づけを持つの

かを、ハイデガーの記述をもとに、以下、さらに探ってみたい。  

まず、「最後の神」と「存在」との関係はどうか。ハイデガーは、「最後の神」の章にお

いて、「神を通しての奥深い存在（Seyn）への人間の聴従帰属の承認は、自らと自らの偉

大さを少しも損なうことのない、奥深い存在を必要とするという神の告白である」 35

（GA65,413）とし、また「究極の神」36は「奥深い存在を必要とする」（GA65,408）として

いる。またハイデガーは、「奥深い存在」を「呼び求める‐促し（Er-eignis）」と等置する

ことはあるが（vgl. GA65,470）、「最後の神」については、「呼び求める促し（Ereignis）自
．

体ではない
．．．．．

」（傍点筆者）が、「呼び求める促しを、現を根拠付けるものがそれに聴従帰属

するところのかのものとして必要としている」（GA65,409）と言う。しかしまた一方で「奥

深い存在」は「最後の神の道の痕跡として閃く」（GA65,230）とし、それ自体としては自

らを秘め隠す「奥深い存在」が何らかの形で露わとなるのは、「最後の神」の通りすがり

の道においてであることを示唆してもいる。  

次に、人間あるいは「現‐存在」と「最後の神」との関係はどうか。『哲学への寄与』

での「現‐存在（Da-sein）」は、「奥深い存在の真理を根拠付ける働き」（GA65,170）であ

り、秘匿された奥深い存在が開示されてくる現という場としての人間を指し 37、その場合

の人間は、「奥深い存在（呼び求める促し）を探究する者」「存在の真理を保持する者」「最

後の神の通りすがりの静けさを見張る番人」（GA65,294）という三つの働きをするとされ

る。また「現‐存在」は、「最後の神の通りすがりの静けさ」の「番人」という「根拠付

けとして」「奥深い存在のうちで呼び求められ促されている」（GA65,406）とも言われる38。  

                                                                                                                                                     
位置づけをもつのかを探究することに、課題を限定したい（『哲学への寄与』における der Gott へ

の言及については、vgl. GA65,4,12,23f.,26f.,29,86f.,126,240,243,245,263,279f.,382,398f.,412f.,415ff.,438,45

4,460,476,485f.,488,また die Götter への言及については、vgl. GA65,6f.,18,31,61ff.,70,87,118,158,228,23

0,234ff.,240,244,252,263f.,277,293,310ff.,348,395,397,399,405f.,408f.,422f.,428,432,435,437f.,439,455,460,463,

465,470ff.,476,477,479,484,486ff.,495,506ff.,510）。  
35 ここでの「神」の原語は、der Gottであるが、最後の神について論じている節（256節 Der letzte Gott）

にある箇所であることと前後の文脈から、最後の神を指すものと解される。  
36 原文は、“Der äuβerste Gott bedarf  des Seyns” であるが、ここでの「究極の神」も、最後の神につ

いて論じている箇所での表現であることから、「最後の神」の言い換えであると解する。  
37 例えば『哲学への寄与』では Da-sein について、以下のように言う。“Das Da-sein ist …selbst das Sein 

des Da. Das Da aber ist die Offenheit des Seienden als solchen im Ganzen, der Grund der ursprünglicher 

gedachten ἀλήθεια. …Das Da-sein ist der eigen sich gründende Grund der ἀλήθεια der φύσις, die 

Wesung jener Offenheit, die erst das Sichverbergen (das Wesen des Seyns) eröffnet und die so die Wahrheit 

des Seyns selbst ist.”(GA65,296) こうした『哲学への寄与』での Da-sein 概念については、山本英輔『ハ

イデガー『哲学への寄与』研究』（法政大学出版局、2009 年）の特に 175- 178 頁から多くを学ばせ

ていただいた。記して感謝したい。   
38 こうした「最後の神」は、「通りすがりの静けさ」や「目配せ」といった仕方において「到来す

べき者たち」としての「現‐存在」に対して、自らを示すものとされる（vgl. GA65,82）。「目配せ」

という表現と、ハイデガーによって Ereignis の語源を考慮した意味とされる「眼差しながら自分の

方へと呼ぶ」こと（渡邊二郎、『覚え書き』、315 頁参照）のあいだには、何らかの関係づけがある

と思われる。また、「通りすがりの静けさ」という表現は、聖書に親しんだ者には、列王記上 19

章 11-12 節「見よ、そのとき主が通り過ぎて行かれた。主の御前には非常に激しい風が起こり、山

を裂き、岩をくだいた。しかし、風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こった。しか
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では、「存在の真理」と「最後の神」との関係はどうか。これについては、例えば、「最

後の神の形姿における奥深い真理の生き続ける働きとしての呼び求める促しの呼び声へ

の聴従帰属」39（GA65,96）といった表現や、「現‐存在の本質と、またそれとともに現‐

存在の本質の上に基礎付けられた歴史は、存在の真理の、すなわち最後の神の、存在者の

中への守蔵である」40（GA65,308）といった表現に見られるように、幾つかの箇所で、（奥

深い）存在の真理と最後の神とが、同格として表現されていると読むことが出来るように

思われる。さらには、「存在の真理の生き続ける働きのうちで、すなわち呼び求める促し

において、また呼び求める促しとして、最後の神は、秘め隠されている」（GA65,24）とも

言われる。このことから、先に見たように、最後の神は「呼び求める促し自体ではない
．．．．．．

」

（GA65,409 傍点筆者）としても、それは両者が完全に外延の重なる概念というわけでは

ない、ということを意味するに過ぎず、まったく無縁のものであるとされているわけでは

ないと解される。   

このような『哲学への寄与』における「最後の神」は、その記述において神というもの

についての歴史的・伝統的な概念の理解からくる事象内容を何ら含まず、「最後の神の通

りすがり」41、あるいは｢最後の神の目配せ｣42といった表現において人間へのその現われが

示唆されるものの、その具体的な内実は何ら説明されることがない。それゆえ「最後の神」

は、ハイデガー自身の存在の真理の基本構造を支える存在、存在の真理、現存在といった

言葉との関係によってその意味がかろうじて与えられている、いわば現象学的に、つまり

は形式的に告示された「神」であると言ってよいように思われる 43。では、私たちは、こ

うした「最後の神」が、存在の真理の基本構造それ自体の中で、どのような位置づけを持

つと考えればよいのか。  

上記のような『哲学への寄与』での記述をもとにして解釈する限りでは、「最後の神」

の「通りすがり」とは、それ自体としては自らを秘め隠す「奥深い存在」の「生き続ける

働き（die Wesung）」の、現‐存在に対する仄かな暗示としての現われのこと、つまりは、

位置的には、存在の「真理」に対応するもののことと解してもよいのではないか。つまり

は、「最後の神」の「通りすがり」という言葉は、それ自体としては現存在に対して自ら

を秘め隠す「奥深い存在」とは区別された、「奥深い存在」の「生き続ける働き（Wesung）」

                                                                                                                                                     
し、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火が起こった。しかし、火の中にも主はおら

れなかった。火の後に、静かにささやく声が聞こえた」を思い起こさせる（『聖書』新共同訳、日

本聖書協会、2003 年、旧約 566 頁参照）。  
39 この箇所の全文は、以下の通りである。“Geschichte aber begriffen als die Bestreitung des Streites von 

Erde und Welt, übernommen und vollzogen aus der Zugehörigkeit zum Zuruf  des Ereignisses als der Wesung 
der Wahrheit des Seyns in der Gestalt des letzten Gottes.”  

40 “Das Wesen des Da-seins und damit der auf  es gegründeten Geschichte ist die Bergung der Wahrheit des 
Seins, des letztes Gottes, in das Seiende.” 

41 Vgl. GA65,7f.,17,23,27,227f.,248,294,331,406,407,413f.  
42 Vgl. GA65,400,405,408,410f.  
43 ギュンター・フィガルは、ここでの「最後の神」という名の下でハイデガーが捉えようとしてい

るのは、「宗教の現象学的な経験である」とし（vgl. Günter Figal, Zu Heidegger Antworten und Fragen , 

Vittorio Klostermann, 2009, S.132）、またパメラ‐ルドヴィカ・コリアンドは、「神的なものの思索の

ための単なる形式的告示」であるとする（vgl. Paola-Ludovica Coriando, Seinsbedürfnis. Zum ›letzten 

Gott‹ in Heideggers ›Beiträgen zur Philosophie‹, in Die Gottesfrage im Denken Martin Heideggers , Norbert 

Fischer/Friedrich-Wilhelm von Herrmann (Hg.), Felix Meiner Verlag, 2011, S.90）。     



ハイデガーと可能性としての「宗教現象学」（上田圭委子） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.9 2015 

 

16 

 

の一端が、現の場において人間に対して露わとなって来る、「眼前に立ち顕れている現存

の働き（Anwesung）」44に触れる経験を形式的に告示しているものと言えるのではないか。

それゆえに、「奥深い存在」そのもの
．．．．

ではないが、かといってそれなしにはその働きの一

端の現われもありえないゆえに、「奥深い存在」を「必要とする」と言われるのだとは、

解せないであろうか 45。また「現‐存在」が「奥深い存在の真理を根拠付ける」働きを持

つと同時に、「最後の神の通りすがりの静けさの番人」ともされていることも、上記のよ

うに解するならば、これらは同じ事態を別の側面から表現するものとして理解できるので

はないだろうか。  

しかしそうだとしても、「最後の神」の通りすがりという現象は、奥深い存在の、どの

ような働きの一端の、現‐存在に対する現われだと考えられているというのか。「最後の

神」の「最後の」という言葉を手がかりとして、さらに考えてみることはできないだろう

か。 

ハイデガーにおける「最後の神」の「最後の」とは、「このうえなく深い原初」を意味

し、またそれは「このうえない困難において取りもどされる」（GA65,405）ものとされて

いた。『哲学への寄与』において語られている存在の歴史の内容 46をも考慮すれば、取りも

どされねばならない原初における神とは、後期ハイデガーが自らの解釈する存在の歴史に

おいて、第一の原初として解釈しているピュシスの立ち現われとそのうちで自ら隠れるこ

との二重性のうちの、隠れて忘却されてしまっていた側面としての奥深い存在へと立ち戻

り、そこから投げ返されて準備された、奥深い存在への跳躍の中から、存在の真理を根拠

付ける現‐存在に対して露わとなるものを指し示していると解することができるのでは

                                                   
44 この訳語とその意味については、渡邊二郎、『覚え書き』、187 頁以下を参照し、提案に従った。

また、Wesung と Anwesung については、例えば、vgl. GA65,188f. その際ハイデガーは、Anwesung

それ自体を否定的に捉えているのではなく、奥深い存在の生き続ける働き（Wesung）が、それと

して把握されることなく忘却されて現前している働き（Anwesung）だけが注目されることに対し

て否定的であることに注意。  
45 無論、奥深い存在よりもさらに根源的な、より上位にある存在なき「神」として「最後の神」を

位置づけ、その神が存在者に対して顕現するためには「奥深い存在」を必要としているのだ、と

解することも、可能ではあろう。しかしそうした場合には、「神」は、存在から切り離された空虚

な概念となり、ハイデガーの存在の真理の基本構造の中に結局は何ら場所を持ちえないことにな

ろう。ここでは私たちは、ハイデガーの存在の思索と神についての記述を言葉通りに、かつ整合

的に解するためにも、人間に対して自らを秘め隠す奥深い存在を対象化してさらにその根源に神

を位置づけるといったことはせず、むしろ、人間にとってはそれ以上遡りえず、秘め隠された奥

深い存在の働きの一端が、人間に対して、現の場において露わになってくるときに、それを「神」

と呼ぶのだと解釈し、この形式的な神概念こそが、ハイデガーの存在の思索における最後の神概

念であると考えることにしたい。  
46 『哲学への寄与』では、存在の側の見捨て去りによって生じている存在忘却の歴史が語られてい

る。それは、基本的には奥深い存在それ自体が、「自らを秘め隠す」ものであることから来る（vgl. 

GA65,342）。ハイデガーは、「最初の始まりにおいては、存在者は、ピュシスとして経験され、名

指される」（GA65,195）のであり、この場合のピュシスは「尺度と与えつつあるものであり、由来

や根源よりも《より先》」であるとされ、また「もっとも早いもの、第一に‐現前しているものは、

ピュシス自体」（GA65,222）であったとされる。しかしこのピュシスは、「すぐにアレーテイアと

ともに、イデアによって、覆い隠される」（GA65,222）。ここで「イデア」は、「概観、見える姿」

（GA65,272）を意味し、このようにして「ピュシス」や「オン」が「イデア」として「無力化」

されると見る。そして、この影響はヘーゲルにまでおよび、彼においては「存在者性が絶対的主

観のうちに根拠付けられる」（GA65,427）とされている。  
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ないか。 

実際、1935 年以降のハイデガーにおいては、古代ギリシアにおいて存在が、原初的な意

味でのピュシスとして経験されていることが繰り返し指摘される47。その一方で、『芸術作

品の根源』48（1935/36 年）において、「芸術は、真理を作品の‐中へと‐置き入れること

である」（HW65） とされ、特に詩作においてもっとも根源的に真理が創出（Dichtung）さ

れるとされた49。またその前年の『ヘルダーリンの賛歌「ゲルマーニエン」と「ライン」』

50（1934/35 年冬学期講義）を嚆矢として開始されたヘルダーリン解釈の中で、「聖なるも

の」としての自然（ギリシア的なピュシスとしての自然）をうたったヘルダーリンの詩の

解釈51がピュシス概念の解釈と平行して遂行されてゆく52。こうしたことから、「最後の神」

の形式を満たしてゆくのは、原初的な存在概念という意味でのピュシスの、自らは隠れつ

                                                   
47 ハイデガーは、すでに初期フライブルク期のアリストテレスの現象学的解釈において、生を運動

性として捉えるとともに、人間の認識衝動を含むあらゆる生あるものの運動の原理としてのピュ

シスを扱う『自然学』を重視し、アリストテレスの言う「神的なものという概念」は、「ピュシス

における根本規定であるキネーシスから生じてきたもの」であり、本来、キリスト教の神概念と

は関係のないものであることを指摘していた（vgl. GA62,99）。1935 年夏学期の『形而上学入門』に

おいては、ギリシア的な「存在」が、まず、「ピュシス」として「認取」されていたと指摘する。

Vgl. Martin Heidegger, Einführung in die Metaphysik, Max Niemeyer, 1998, S.47（この書物からの引用は、以

下、丸括弧内に EM 頁数で示す）。ここでのピュシスは「立ち現れつつ留まる統治」であり、今日

の「自然」という言葉で理解されているものと同じではなく「ピュシスは存在それ自体であり、

ピュシスの力によって、存在者ははじめて観察可能となり、また観察可能であり続ける」と解さ

れていたとする（EM11）。しかしこうしたピュシスとしての存在は、立ち現われたときのその現

われが見て取られる際の見え方に関わるイデアの概念に置き換えられていったのだと指摘する

（vgl. EM150f.）。また 1939 年には「ピュシスの本質と概念について。アリストテレス「自然学」

B,1」という論文においてピュシス概念を扱う。ハイデガーは、この論文の中でヘルダーリンの詩

「あたかも祭りの日に…」においては Natur は神々をも超えているものとして歌われていることを

指摘しつつ、「自体的に動かされるものの運動のアルケーとしてのピュシス」について解釈しつつ、

アリストテレスのピュシス概念は、「アナクシマンドロスとヘラクレイトスとパルメニデスの言葉

のうちで私たちになお保存されているようなピュシスの本質の原初的なまたしたがって最高の思

索的な企投の最後の余韻」（GA9,242）だとする。さらに 1943 年夏学期『ヘラクレイトス』講義で

は、「立ち現われること」としてのピュシスは、本質においては、同時に「没すること」が属して

いるものであることを指摘し（GA55,127）また、「立ち現われること」は、「それが立ち現われる

ことである限りは、自らを閉ざす者に、この自らを閉ざす者が立ち現われることの固有の本質に

おいて生き生きとあり続けることを、喜んで惜しみなく与える」のであり、また「自らを閉ざす

もの」は、「自らを閉ざすものである限りにおいて、立ち現われることに、この立ち現われること

が自らを閉ざすことの固有の本質に基づいて生き生きとあり続けることを喜んで惜しみなく与え

る」としている（GA55,136）。さらに 1957 年の『根拠律』においてもピュシスは、「自ら‐自身‐

から‐立ち現れること、同時に自らを秘匿することとして生き生きとあり続けること」（vgl. Martin 

Heidegger, Der Satz vom Grund, Neske, 1997, S.187）とされ、こうしたピュシスは、ヘラクレイトスにお

いてはロゴスでもあり、「そこから現前するものが生き生きと現前するところの第一の存在」（ a.a.O., 

S.182）であり、「存在は根拠として生き生きとあり続ける限りにおいて、それ自体は根拠を持たな

い」つまりは「深‐淵（Ab-grund）」であるとされる（a.a.O., S.184-185）。  
48 Vgl. Martin Heidegger, Holzwege, Vittorio Klostermann, 1994, S.1-74. この書物からの引用は、以下、括

弧内に HW 頁数で示す。  
49 “…deshalb ist die Poesie, die Dichtung im engeren Sinne,die urspr ünglichste Dichtung im wesentlichen 

Sinne…die Poesie ereignet sich in der Sprache, weil diese das urspr üngliche Wesen der Dichtung verwahrt.” 
(HW62) 

50 Vgl. GA,39 
51 Vgl. GA39,255 および vgl. Martin Heidegger, »Wie wenn am Feiertage…«, in Erläuterungen zu Hölderlins 

Dichtung , Vittorio Klostermann, 1996, S.49-77.      
52 Vgl. Martin Heidegger, Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, Vittorio Klostermann, 1996. 
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つ、しかしながらあらゆるものに、その固有性を贈り、その固有性の展開を可能化してい

る生き続ける働きの、現存在への現われとして、ハイデガーの後期のヘルダーリン解釈と

ソクラテス以前の哲学者の解釈を通して、詩作的思索のなかで次第に姿を現す「聖なるも

の」なのではないかと推察される。すなわち、この「最後の神」は、『哲学への寄与』に

おいては、奥深い存在の人間への目配せ、あるいは通りすがりが、現在の存在忘却という

現状の困窮のなかで、存在の思索そのものを通して人間のために準備されるようにという

ハイデガーの公共的には秘められた企てそのものを担う、形式的に告示された神であると

共に、その内実がソクラテス以前の哲学者にまで遡るピュシスとしての原初的な存在概念

の解釈と、「到来すべき者」たるヘルダーリンの「聖なるもの」についての解釈を通して、

はじめて公共的に言葉へともたらされることになるもの、と解することができるのではな

いだろうか。そしてその際には、「最後の神」は、私たちすべての存在者にその存在を贈

り、その存在の固有性の展開を贈り、つねにすべての存在者に即して、存在の呼びかけへ

と聴従帰属するものには開けた明るみにおいて自らを露わにするようなもの、感謝ととも

に、ただそれに聴従帰属すべきものとして、特定の宗教的な伝統とは関わりなく、あくま

でも存在の思索のうちで規定された、奥深い存在の「真理」の位置に対応するものとして、

解されうるのではないか。「存在の真理に基づいて初めて、聖なるものの本質が思索され

うる。聖なるものの本質に基づいて初めて神性の本質が思索されうる。神性の本質の光の

中で初めて《神》という言葉が何を名指すべきであるのかが、思索されうるし、また言わ

れうる」（GA9,351）という『ヒューマニズム書簡』の言葉も、こうした事情を表現したも

のと解しうるのではないだろうか。そうだとすれば、ハイデガーの存在の思索における「最

後の神」は、たとえ既存の宗教の無力化が言われ、またこうした事態を指して「神は死ん

だ」と語る人間がいたとしても、そのように語っている瞬間においても、その人間を存在

せしめ、またその人間が生まれてくることも、育つことも、ものを考えることも、生きて

いることも含めて、そうしたすべてのことを支える、「可能的なものの静かな力」（GA9,317）

として、「あるということ」の神秘がある限りそこで生き続ける働きをしている「生ける

神」の経験の現象学的な告示であると言えるであろう。そして、もしも宗教という言葉を、

その根源においては、奥深い存在の生き続ける働きとしての聖なるものと人間との関わり

それ自体を指すもの、と解して用いてよいとするならば、こうした意味において、ハイデ

ガーの存在の思索それ自体が、可能性としての宗教現象学であるといえるであろう。 
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出産と世話の現象学へ 

 

森 一郎（東北大学）  

 

 

はじめに 死と誕生から世代へ 

 

『存在と時間』1でハイデガーは、「可能性」を、実存カテゴリー―われわれ一人ひと

りがそのつどそれである存在者たる「現存在」の存在規定―として重んじ、「最も根源

的で最終的な、現存在の積極的な存在論的規定性」（SZ 143f.）だとした。この可能性重視

の考え方は、死を可能性として概念規定するさいに、端的に表われる。すなわち、「最も

固有で、没交渉的で、確実で、それでいて無規定的で、追い越しえない、現存在の可能性」

（SZ 258f.）。この「実存一般の不可能性という可能性」（SZ 262）が、徹頭徹尾「可能性と

して持ちこたえられる」（SZ 261）ような、本来的な「死への存在」のことを、ハイデガ

ーは「死への先駆」と名づけ（SZ 262f.）、かつ、そこから汲みとられた「有限的時間性」

を、存在論の基底に据えたのだった。  

 ハイデガーを読むとは、この「終わりへの存在」にどう付き合うか、という問いを突き

つけられることを意味する。そこから目を逸せば「非本来的」だと判別されることまで、

ご丁寧にも織り込み済みである。だが、ハイデガーの最良の読み手たちは、ヘビに睨まれ

たカエル然と死の前に佇むことを潔しとせず、それとは別様の実存理解へと赴いていった。

ここに、ハイデガー以後の現象学の可能性が拓かれたのである。  

 そのハイデガー自身、『存在と時間』の歴史性の章で、「終わりへの存在」とは別に、「始

まりへの存在」（SZ 373）という言い方をしており、「誕生の哲学」がそこに胚胎していた

ことが分かる。始まりに着目しつつ「出来事について」思考することを、ハイデガーとは

別の仕方で引き受けた現象学者の一人が、アーレントである。『人間の条件』2の第一節で、

「可死性」に匹敵する人間の条件として「出生性」を打ち出し、「政治的思考の中心カテ

ゴリー」に据えたのは（HC 9）、ハイデガーとの対決を志してのことであった。その場合、

「可能性」というより、むしろ「偶然性」が、存在様相として重視されることとなる3。  

 死が、老衰して末期を迎えるときにはじめて問題となるのではなく、可能性としてつね

にすでに誰の身にも切迫しているように、誕生は、生まれたての赤ん坊のみを特徴づける

のではなく、われわれが共同世界へ参入しあらたな始まりを迎えることが、そのつど「第

                                                   
1 M. Heidegger, Sein und Zeit (1927), 15. Aufl., Niemeyer, 1979. ―以下 SZ と略記し、引用頁数を添える。 
2 H. Arendt, The Human Condition (1958), The University of  Chicago Press, Paperback edition, 1989. ―以下

HC と略記し、引用頁数を添える。  
3 九鬼周造は、『偶然性の問題』（1935 年）において、「可能性」が昂ずると「必然性」と化すのに

対し、その行き着くところ「不可能性」に極まる「偶然性」を、「現実性」理解の根本に据えよう

とした。ハイデガーとアーレントとの間に、九鬼を差し挟むメリットのある所以である。拙著『死

と誕生 ハイデガー・九鬼周造・アーレント』（東京大学出版会、2008 年）参照。  
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二の誕生のごときもの」（HC 176）なのである。生まれ出ずる者たちの孕む「出生性」が、

そのように、ふと―「独立なる二元の邂逅」（九鬼）のはずみで―現実化することが、

イコール「活動」なのだ。伸るか反るかのアクションは、不発や挫折や破滅を引き起こす

危うさを秘めている。  

「可能性の実現」モデルと似て非なる「偶然の出来事」は、それゆえ不確定性を免れな

い。事を為す者は、可能事
ポ テシ ャル

にとにかく挑んでみるという勇気ある率先行動のみならず、勃

発する偶然事
アクシデント

を持ちこたえるというねばり強い構えを、いったん事が為されるやいなや、

のちのちまで求められる。偶然性の根絶が活動そのものの否定である以上はそうである。

そうした事後的耐久力は、交わされた「約束を守る」という活動に端的に表われるが、そ

れにとどまらず、活動全般を時間的に制約するものである。始まりは、生み出されたあと、

助けられ、支えられ、育まれ、守られることで、はじめて始まりとして成就する。始まり

として瞬間に産声を上げるものでありつつ、それが出来事となり歴史として稔るには、幾

重もの伸び広がりをもつ時間地平がなくてはならない。 

言いかえればこうなる。始まりを生み出すことは、単独では為しえない。「独立なる二

元の邂逅」から出来する活動は、「複数性」を条件とする。このことは、事後的にもそう

である。誕生という出来事が、赤ん坊を受け入れる側なくしてありえないように、あらた

な始まりは、それがあとあとまで存続するように、しぶとく保たれ、受け渡されてゆくべ

きなのである。放っておけばすぐ滅びてしまう人間の業を保持してゆくには、多くの人び

との連帯が不可欠であり、のみならず、個々人の生死を超えた共同事業という形での、の

ちのちまでの連係プレーが求められるのである。  

ここに浮上してくる問題現象が、「世代」である。死と誕生の先に
．．．．．．．

、世代問題が再燃す
．．．．．．．．

る
．
。可死性と出生性の間に、死を超えるものとして、世代間連携の地平が披けてくる。  

周知のとおりハイデガーも、『存在と時間』の歴史性の章で、「世代（Generation）」を一

個の実存論的概念として打ち出そうとした（SZ 385）。アーレントの言う「世界」も、相

前後する世代間で「共通なもの」として共有されるものであった（cf. HC 55）。この世代

という現象を、一個の実存カテゴリーとして彫琢することが、肝要となる。  

以下では、この課題を、E. H. エリクソンの「世代出産性（generativity）」という注目す

べき概念に着目することで、果たしてみたいと思う。ハイデガーとアーレントの現象学、

とりわけ可死性と出生性という一対の概念に拠りつつも、エリクソンの豊かな心理学的洞

察を引き継ぎ、超越論的現象学にも発生的現象学にも回収することなく、「ジェネラティ

ヴィティの現象学」の可能性を拓くこと、これが目標である。  

だが、そのためにはまず、「世代出産性」の概念に習熟する必要がある（第一節「「中年」

の問題現象」）。次いでその内実に、「始まり」を産み出すという角度からアプローチする

（第二節「ハイブリッドな概念」）。さらにそこから、ハイデガーの「死への先駆」の拡大

解釈に挑む（第三節「死への先駆ふたたび」）。最後に、「出産と世話の現象学」の可能性

の広がりに、少しばかり目を向けてみたい（おわりに「ケアの現象学私見」）。  
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第一節 「中年」の問題現象 

 

 世代という共同実存的な現象は、言うまでもなく、個人の生涯における年齢や年代とい

う規定と関係している。次の文章は、ハイデガーが 1932 年頃、あるノート―先頃よう

やく公表された通称「黒ノート」―にひそかに記した言葉である。  

 

秋―とは、死んだり衰えたりすることではなく、消え去ることでもない。―とはいえ、燃え

尽きんとする灼熱の炎が、その灼熱を凝縮させつつ、目覚め発展しようとする新しい時代のたし

かな沈黙のうちへと沈み込む、ということならあろう。―噴出しつつある存在の汲み尽くしが

たい偉大さに、確固たる歓喜をおぼえることの控え目さを獲得する、ということなら。 4 

 

ニーチェを思わせる詩的なアフォリズムである。1927 年に『存在と時間』を著し世界中を

アッと驚かせ、その後いわゆる形而上学三部作を矢継ぎ早に公刊、フライブルク大学を代

表する教授として精力的に活躍中であった四十歳過ぎの哲学者が、その心中を綴っている。

壮年期ハイデガーの心象風景、そこには円熟の境地の自覚がある。  

「円熟」―これは、『存在と時間』では肯定的に語られなかった境地である。たとえば、

果実なら「成熟」という「終わり」があり、それが「完成」を意味するのに対し、実存は、

その終わりである「死」でもっては完成に至らず、むしろ可能性を奪われる。未完成の現

存在だって終わるし、逆に、死ぬ前に、成熟をとうに踏み越えてしまうこともある。「現

存在はたいてい未完成のうちに終わるし、もしくは崩壊し憔悴して終わる」（SZ 244）。わ

れわれは存在するかぎり「途上」にある。これが「死への存在」の含意であった。  

 だが、いま挙げた手記に洩らされた中年ハイデガー
．．．．．．．

の境涯には、明らかにそれとは違う

調子が聴きとれる。言ってみれば、死へと先駆しつつ生を完成させる力のみなぎりを、自

己のうちに感じていたように思われる。ここに語られた「控え目さ（Verhaltenheit）」が、

1933 年の学長就任という難行へ向かわせる根本気分となった点に注意したい。思索にも年

頃というものがあり、それが置かれた時代のめぐり合わせの布置というものがある。  

 さて、まえおきはこの位にして、世代の問題を考えるうえでのキーワード  “generativity” 

の理解に努めよう。この語は、1933 年ドイツからアメリカへ移住したユダヤ人の一人、エ

リクソン（Erik Homburger Erikson, 1902-1994）の鋳造した、発達心理学上の概念である。

エリクソンは、フロイト譲りの幼児期性欲発達段階説を発展させた『幼児期と社会』（1950

年初版）で脚光を浴びた精神分析の臨床医にして理論家であり、すでにこの処女作には、

有名すぎるほど有名になった  “identity” の概念も提起されている。思春期（青年）には「自

分自身の感じている自分と比較して、他人の目に自分がどう映っているか」 5という意味

での「アイデンティティ」つまり「自己同一性」が第一の関心事となるのに対して、成年

                                                   
4  M. Heidegger, „Winke x Überlegungen (II) und Anweisungen“, in: Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 

1931-1938), Gesamtausgabe Bd. 94, Klostermann, S. 34. 
5 E. H. Erikson, Childhood and Society (1950, 21963), W. W. Norton & Company, 1993, p. 261f.; 仁科弥生訳『幼

児期と社会 1』みすず書房、336 頁。訳書を参考にして訳出を試みた。以下同様。  
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期（大人）に問題となるのが、「ジェネラティヴィティ」なのである。  

 この語をどう訳すかが大問題なのだが、まずはこの語が導入された箇所を見てみよう。 

 

本書では、幼児期の段階に重点が置かれている。さもなければ、generativity に関する章が必然的

に中心となったであろう。というのも、この語によって包含される発達進化は、人間を、学ぶ動

物にしてきたばかりではなく、教えたり事を始めたりする動物にしてきた当のものだからである。

〔…〕成熟した人間は、必要とされることを必要とする。つまり、成熟は、産み出されたもの、

世話をされなければならないものからの励ましはもとより、導きをも必要とするのである。  

 とすれば、generativity とは、第一次的には、次の世代を確立させ、導くことへの関心である。

とはいえ、不運ゆえに、あるいは別の方向に特殊な本物の才能をもつがゆえに、この欲動を自分

自身の子孫のために用いない人もいる。それどころか実際、generativity の概念は、生産性や創造

性のような、より頻繁に使われる類義語をも含む包括的な意味をもつ。かといって、そうした類

義語では、この概念の代わりは務まらない。 6 

 

ここから読みとれるのはまず、1）generativity は、人間的発達を考えるうえで中心テーマ

であること、2）とりわけそれは、学ぶ‐教えるという相互関係に関係すること、である。

しかもその場合、3）「教える」立場にあり「世話」する側にとって、世話される側の存在

と働きかけが必要であること、が強調されている。世話される相手が、「励まし」や「導

き」といった世話を必要とするのは言うまでもないが、のみならず、世話する側自身にと

っても、相手からの激励や指導が不可欠だという。ここでさっそく指摘されている「世話

（care）」の相互応答性が、以下の考察の中心となろう。ともあれここでは、「成熟（maturity）」

とは、自給自足を意味せず、その反対に、他者から依存されるという仕方で他者に依存す

ること、つまり相互依存の関係を要求する、とされている点に注目しておこう。  

 さて、問題は、generativity という術語を、どう訳すかである。  

productivity（生産性）が production から、creativity（創造性）が creation から、そして

procreativity（生殖性）が procreation から、それぞれ来ているように、generativity は generation

から来ている。だがその generation という語がじつは曲者で、「世代・同世代の人びと」と

並んで、「発生・生殖」「産出・生産」という意味がある。generational なら「世代的」と訳

せるが、generative という形容詞は、もっぱら「生殖の・繁殖力のある」という意味である。

たとえば、the generative organs（生殖器官）。genital だと、いっそう端的に「生殖器の・性

器の」という意味であり、精神分析の用語法で genitality と言えば「性器性欲」の意であり、

pregenitality（前性器性欲）の段階からすれば成熟を意味する。  

このように、generativity とは「性」にまつわる事柄を表わす。ドイツ語では、Geschlecht

という厄介な言葉が、「性・性別」「種属・類」「一族・家系」のほか、「世代」という意味

をもつのと似ている。性現象としての generativity を、しかし、かつてのように「生殖性」

                                                   
6 Childhood and Society, p. 266f.;『幼児期と社会 1』343 頁以下。よく似た説明は、次にもある。E. H. Erikson, 

Identity and the Life Cycle (1959, 21980), W. W. Norton & Company, 1994, p. 103; 西平直・中島由恵訳『アイ

デンティティとライフサイクル』誠信書房、105 頁。  
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とあっさり訳したのでは、procreativity と区別がつかなくなる。子を産み、儲けるという「生

殖」の営みにとどまらない、「生産」や「創造」の活動を幅広く包含する、広義の「出産」

という意味が、そこにはあり、しかも、新しく生まれ出たものたちを、養い育て、教え導

き、成長させるという、次世代育成の意味が、generativity には含まれている。学問、芸術

はもとより、技術、政治、宗教まで含めた、人間文化全般に関わる事柄の創成と継承に関

わるのが、ジェネラティヴィティという豊饒な力能なのである。かといって、これを「世

代性」と抽象的に訳すと、今度はもともとの生殖の意味合いが、抜け落ちてしまう。「世

代継承性」でも「世代生成力」でも、まだ足りない。そこで以下では、この複義的な語を、

生硬さを免れないのは承知のうえで、「世代出産性」と訳すことにする 7。  

「世代」という概念はもともと、同じ時代に生まれ育った人びと、つまり「同世代」を

集合的に意味する。また、子どもが大人になる期間である三十年周期という、時代規定の

目安となる時間単位の意味をもつ。のみならず、世代を単一で考えるのは意味をなさず、

つねに複数性において、つまり「世代交代」という文脈で考えられねばならない。generativity

とは、まさにこの世代の複数性
．．．．．．

を含意する概念なのである。エリクソンはこの語を説明し

た別の箇所で、「世代を跨いだ・世代横断的（cross-generational）」という形容を用いている

8。「間世代的（ inter-generational）」に劣らぬ含蓄のある言い方であろう。  

このように、「世代」というそれ自体ふくらみのある言葉を、いっそう広がり豊かに考

えるのに適した概念が、「世代出産性」なのである。だが、この「全般的な世代出産性の

多様な側面（the multiple facets of  overall generativity）」9に立ち入る前に、それが本来属して

いる人生の特定の段階を、やはり確認しておかねばならない。  

 エリクソンの発達段階説では、人間の一生は、幼児期（ infancy）、児童初期（early childhood）、

遊戯期（play age）、学童期（school age）、思春期（adolescence）、成年前期（young adulthood）、

成年期（adulthood）、老年期（old age）の八つに区分される。世代出産性はこのうち、最

後から二番目の成年期に固有な「力（strength）」である。最終ステージに近いとはいえ、

通常その期間は一番長く、次世代を育て上げる期間の三十年以上にわたる。「大人
ア ダ

で
ル

ある
ト フ

こと
ッ ド

」は、誕生と死のあいだ、若年と老年のそのまた中間現象であり、まさに「中年」で

ある。世代出産性という「欲動・精力（drive）」が旺盛だという意味では、「壮年期」とい

う日本語表現も捨てがたい。  

                                                   
7 ギリシア語には「ポイエーシス」という、ジェネラティヴィティにぴったり対応する言葉があり、

それとの関連を示したいとの願いも込めてである。プラトン『饗宴』の「出産」説に、ギリシア

式ジェネラティヴィティの作法を見出す試みは、別途果たす予定である。  
8 「かくして今やついにわれわれは、成年期の現実（adult reality）という段階に至るのだが、この

大人の現実の世界においては、世代出産性が、世代を跨いだ（cross-generational）技術的、文化的

枠組の内部で、生殖や生産や創造によって産み出されつつあるものを、「世話する」のでなければ

ならない。世話
．．

（care）というこの生き生きとした力は〔…〕、愛や必然や偶然によって産み出され

たものに対する幅広い関心のことであり、不可避的な義務を伴って生ずる両価的感情は、これに

より克服される。そのようにして世話は、およそ産み出されたものが必要とするすべてのことの

面倒をみるのである」（E. H. Erikson/ J. M. Erikson/ H. Q. Kivnick, Vital Involvement in Old Age , W. W. 

Norton Company, 1986, p. 37; 朝長正徳・朝長梨枝子訳『老年期 生き生きしたかかわりあい』みす

ず書房、36 頁。強調は原文）。  
9 Vital Involvement in Old Age , p. 75;『老年期 生き生きしたかかわりあい』80 頁。  
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人生の半ば、壮年期を迎えた大人は、どのような「力」を発揮するか。「次の世代を産

み出し、育て上げること」だ―これが、エリクソンの答えであった。この力を現実化す

るあり方が、「世話（care）」と呼ばれる。「ケア」が中年にとっての問題現象であることが、

ここに告げられている。  

アーレントは『人間の条件』において、「出生性」という人間の条件の「現実化

（actualization）」が、｢活動（action）｣だとしていた（HC 178）。この図式を当てはめれば、

「世代出産性」という人間の条件の「現実化」が、「世話」だということになる。逆に、

世代出産的あり方が不発にとどまる不調状態―中年の「危機」―は、「停滞（stagnation）」

10と呼ばれる。経済の用語では、「不況、不振、景気停滞、不景気」を表わす言葉である。

あえてハイデガー式区別を持ち込めば、「停滞」は、大人であることの「非本来的」存在

様式をなす。  

 いささか先走りした感があるが、以上の予備的考察をもとに、「世代出産性」の概念を、

いっそう大胆に捉え返してゆくことにしよう。  

 

 

第二節 ハイブリッドな概念 

 

中年は、若さと老いとの「あいだ」である。「もう若くはないが、まだ老いてもいない」

という移行的、漸進的な「中間」現象である。過渡現象という点では、発達段階はみな多

かれ少なかれ前段階と次段階の混淆だし、程度の差や個人差も大きい。だが、世代出産性

という規定は、一過的、相対的な個人の問題にとどまるものではない。われわれは、ある

同世代に属するだけでなく、前の世代から後の世代へと続く、連綿たる、しかも断絶を孕

んだ世代交代という共同事業の一翼を担う成員でもある。各世代がその意味での「あいだ」

をなすことが、世代出産性という考え方には含意されている。  

 生物は一般に、種として世代交替を繰り返す。そこに種の同一性のみを見出すか、変異

や飛躍を見出すか、はさておくとして、そのような生物学的生命の種的連続性を産み出す

のが、生殖である。そのレヴェルでも語られる generation の営みに、生物としてのヒトも、

倦まず励んできた。だが、それにとどまらない所産を創り出し、世界を打ち建て、また、

物語を出来事として生ぜしめ、歴史として引き継いできたのが、人間である。  

世代出産性という概念は、ゾーエーとビオス、生物としての生命と物語られる人生、の

どちらにも等しく関わるという点で、「混成的（hybrid）」である。だがそればかりではな

い。死と誕生によってともに規定されている点でも、ハイブリッドなのである。  

世代という実存現象は、まずもって出生性と複数性を条件として成り立つ。「生まれ出

ずる者たち」が織りなすのが、世代である。世代出産性は、そのような「始まりへの存在」

を、産み出し、受け入れ、養い育てる力である。出生性と世代出産性とが組み合わされて、

対をなした相互交渉が「世話」なのである。その一方で、およそ世代なるものは、被投性

                                                   
10 Childhood and Society, p. 267;『幼児期と社会 1』344 頁。  
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と可死性の刻印を色濃くおびている。自ら選んだわけでもないまま、一定の世代に属する

者として生まれ、育つこと自体、被投性に規定されていることを意味する。さらに、可死

性も、世代の「可能性の条件」に属する。一つには、旧世代が退場しなければ次世代の参

入が阻害されるということもあるが、そればかりではない。「死すべき者たち」が、おの

れの退場ののちにも、現にある世界が存続することを欲し、そのために尽力するというこ

と、しかもその世界の存続を、新人たちに託し、任せるということが、世代交代の可能性

を、ともに形づくるのである。「死への存在」の引き受けとしての世代横断的共同事業は、

まさに「遣り合い（Zuspiel）」として、断絶と継承の双面をそなえている。  

世代出産性はこのように、「始まりへの存在」と「終わりへの存在」によってともに規

定されている。その意味で「雑種的」だが、だからといってそれらの要素に還元されてし

まうのではなく、高度に独自性を示す。それどころか、複数性における時間性のまったき

時熟をなすのが、世代出産性の発揮としての「世話」である。まずは、始まりを産み出す

という「世話」の面から考えてみよう。子どもというテーマがそこに浮上する。  

 世代出産性は、「世話」という仕方で現実化するだけの時間的伸び広がりをもつ。何か

新しいものを産み出すことは、その産出だけで完結するのではない。そこに生まれたもの

が、野垂れ死にしないで成長し、やがて一人前になって独立するまで、面倒をみなければ

ならない。この時間的継続性を、物の制作の場合と対比させてみる。  

 物は、何かの用途のために作られる。作られた物は、使われる。制作には、使用が後続

するのである。既成の物世界に、耐久性をもつ物が一つ付け加わることになる。この場合、

制作と使用は、手段‐目的のカテゴリーの連鎖にあくまで組み込まれたままである。使わ

れるということがなければ、そもそも作られるということもない。  

 これに対して、子どもは目的ではなく、生殖という生産活動は手段ではない。産むこと

と育むこと、子作りと子育ては、物作りにおけるような手段‐目的の連鎖をなしてはいな

い。では、その違いはどこにあるのか。これは、人格とは何か、という大問題だが、ここ

では、ひとまずこう答えておく―そこに「応答」があるかどうかだ、と。  

 育てることは、産んだことの結果ともいえるが、産むことと別の営みではなく、産むと

いう仕方で始まったことの継続である。これは、物の制作がその過程の完結によって一定

の終わりを迎えるのとは異なる。産んだら終わりではなく、産んだら育てるというふうに

その営みが続いてゆく。親の製造責任という言い方ではまだ足りない。親はむしろ、子育

てによってはじめて「親となる」。「世話」とは、「大人となること」なのだ。  

 成熟の過程としての、つまり世代出産性の現実化としての、「世話」。この「大人となる」

という完成化現象を解きほぐすには、産み出され世話をされる側である「子ども」のあり

ようについて、少し立ち止まって考えてみなければならない。  

 子どもを前にして、現に大人として（偉そうに）ふるまっている者も、かつては子ども

であった。誰もが、往時は（いたいけな）子どもとして、目の前で大人が自分という子ど

もに対してふるまう場面に居合わせたという経験をもつ。そういう往年の大人の立ち位置

に、当時は子どもであった自分が、現に今「なり代わっている」ことに気づく。そればか

りではない。いま目の前にいる（いたいけな）子どもも、いずれ成人し、子どもを産み育
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てる側に回ることになる。そのとき、大人となった彼らは、現に自分がいま大人として（偉

そうに）ふるまっているその立ち位置に、「なり代わる」のである。  

このように、既在性と将来の地平を孕んだ時間的重層構造が、今この瞬間の「世話」の

うちに凝縮している。これは、既往の経験を癒しがたい傷として引きずっているか否かと

は別のことであり、現在の出来事が尾を引いて禍根を残すかどうかとも別のことである。

そのような帰結を俟たずして、今現に起こっている大人‐子どもの応答関係が、そのつど

複数性における既在性と将来の地平をもつ、ということなのである。「大人となること」

にひそむこの時間性の奥行きを、個別の親子関係から出発して複数性における世代関係へ

と広げるべく、まず子どものほうから記述すると、次の三相が区別される。  

 

⑴自分の子ども  

⑵かつて子どもであった自分自身  

⑶現にいる子どもたちと、これから生まれてくる子どもたち  

 

複数性における世代関係を考えるうえでは、現在の子ども世代および将来の子ども世代

を意味する⑶が、基本となるが、その根底に、⑴の親子関係、さらに⑵の既往の自己との

関係が横たわっていることに注意したい。⑵の「かつての子ども」と関連して、当時の大

人、つまり自分の親、ひいては親たちの世代も、ともに呼び出されてくる。そしてその背

景には、先行世代の広大な連鎖が控えている。ともあれ、⑴⑵⑶という相をもつ「子ども」

の相関者として、「大人」がそれぞれ次のように規定される。  

 

①現に生まれ、育っている子どもに対する「親」であること  

②かつて子どもであったという既在性をもつ「大人」であること  

③子どもをはじめとする子孫の世代にとっての「父祖」であること  

 

 子どもを産み、儲けるということは、それをもたらした生殖の営みの続行として、その

子どもを養い育てる、ということを意味する。「親」としてのこの応答には、相応の責任

が帰せられるし、子作りおよび子育ては、子が成長したあかつきに利用するためという目

的には解消されるべくもない。世代出産性における応答関係が、この⑴‐①を基本軸とす

るのはもちろんだが、それに尽きるものではない。親として子どもに接することではじめ

てわれわれは、かつて子どもであった自分に対面するのであり、そのような仕方でかつて

の自分自身に応答するのである。これはなにも幼年期への退行ではない。親として子ども

に接し、かつての親のふるまいを参照軸として子どもを世話することで、かつての自分と

は別人の「大人であること」へとはじめて脱皮することができるのである。子どもの頃に

は、この自己の二重性は予想されていなかった。自己に対して距離を置くという屈折が自

己の二重化には必要だが、それは素朴な子ども段階には望めないからである。  

自己との応答関係である⑵‐②の地平を、自己のうちにみなぎらせることこそ、「大人

となること」にほかならない。そのレッスンを与えるのが、「親となる」経験なのである。
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同じことは、「親方」や「先輩」や「先生」といった、後進の世話を焼く先行者の役回り

にも、当てはまるだろう。広い意味で「後継者」を見出し、一人前に育成することが、そ

のような「成熟」のレッスンと考えられるのである。  

 すでにふれたように、目の前にいる子どもを通して、かつて子どもであった自分自身に

出会うことは、子どものときに接したかぎりでの自分の親の姿を、また親たちの属する世

代のありようを、そこにともに見出すことでもある。⑵‐②の応答関係は、自己への回帰

であるかに見えて、そこから既在性の地平が広がってゆく突破口となりうる。  

 既在性は同時に、将来の地平を同時に生起させる。親と子の我‐汝関係は、その子が現

に属している子どもたちの世代との関係に連なり、のみならず、彼らに続いてやがて生を

享けるであろう将来の子どもたちの世代との関係に連なってゆく。⑶‐③の応答という仕

方で、連綿たる世代交代のただ中におのれを見出すことは、自分の属する固有世代という

足元を見つめ直すことへとおのずと波及していくだろう。  

 親子関係というのは、基本的に「私的」な間柄であり、それがそのまま公共性をなすと

いうことはないし、あってはならない。だが、いま見たような意味で、親子関係が複数性

における世代関係へと広がりをみせるかぎりにおいては、「子をもつこと」が、公的なも

のへと開かれる通路となる面があることに気づく。「大人となること」は「市民となるこ

と」の条件でもある。親密な「愛」の段階では生ずるべくもなかった公共性の次元が、二

人の間に「子ども」が生まれることによって生ずる、という事情は―同時にそれは愛の

変質もしくは終わりを意味するが―、アーレントも指摘していた 11。家族という単位が

安定してはじめて―たとえば、私有財産が保証されてはじめて―、それを超えた市民

的連帯をもつ共同体も確保される、という公‐私の本来的相互帰属の間柄が、ここにも顔

を覗かせている。性という私秘的現象に根ざす世代出産性は、「世話」という形で現実化

されるとき、優れて公的な関心事―社会問題ではなく―となりうるのである。こうい

うところにも、世代出産性をハイブリッドと形容したくなるいわれがある。  

 それはともかく、以上見てきた⑴‐①、⑵‐②、⑶‐③の応答関係において、「親であ

ること」「大人であること」「父祖であること」の三相が、世代出産性の発揮たる「世話」

という営みのうちで錯綜し混成し合い、全体としておのずと時熟するということが明らか

                                                   
11 『人間の条件』第 33 節の「子ども」論（HC 242）を参照。ここでは、屈折度の高いドイツ語版

テクスト『活動的生』から引用しておこう。「われわれがお互い他人同士結びつき、かつ同時に切

り離されているのは、世界という間の空間（Zwischenraum）に仲立ちされているおかげだが、それ

と同じように、愛が続くかぎり、愛し合う者同士が結合すると同時に分離していられるのは、愛

に本有的な産物たる子どもに仲立ちされているおかげである。子どもは、愛し合う者たちの間に

生じ、その者たちにとって共有のものとなるから、そういう子どもにおいて、愛ゆえにいったん

消失した世界が、ふたたびおのれを告げることになる。愛し合う者たちは子どもをもつことで、

既存の世界に、何らかの新しい世界的なものを、まさに割り込ませようとしていることが分かる。

さしずめ、愛し合う者たちは、愛ゆえに彼らがいわば追い出されたその世界に、子どもを仲立ち

としてふたたび復帰してきたかのようである。世界へのこの復帰は、愛の物語の唯一可能な結末

（Ende）、少なくとも唯一可能なハッピーエンドであるが、しかしある意味では、愛の終わり（Ende）

でもある。子どもという目的（Ende）に達した愛は、当事者たちを新たにとらえて別の物語を紡

ぎ出すか、愛以外にも多様なかたちをとりうる相互連帯の一つへと転化するか、のどちらかとな

らざるをえないからである」（H. Arendt, Vita activa oder Vom tätigen Leben  (1960), Piper, München/Zürich, 

8. Auflage, 1994, S. 237f.）。  
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となった。ここに「成熟」という現象が真正に見てとれる。逆に、世代出産性の失調とし

ての「停滞」も、そこから逆さ透かしされてくることであろう。  

 

 

第三節 死への先駆ふたたび 

 

 世代出産性がハイブリッドであるゆえんは、まずもってそれが出生性と可死性の双方に

よって制約されていることにある。本論は、この見立てに沿って動いてきた。前節では、

「子ども」との連関において「成熟」というテーマを考察してきたが、次にいよいよ、「終

末」という生のもう一つの側面に目を向けるべきときである。  

 世代出産性の概念を現象学に導入することで得られるメリットの一つは、「死への存在」

の本来形とされた「先駆」という未決の問題に、その角度からアプローチできる点にある。

勇ましそうな観念に乗せられて前のめりになるのではなく、事柄そのものへと冷静に赴く

ためには、「大人であること」について反省する必要がある。  

 だが、「死への先駆」をエリクソンの世代出産性の概念から再考する試みに対しては、

それは見込み違いだと言われかねない事情がある。一つには、実存の汎通的規定であるは

ずの「死への存在」を、人生の一段階にのみ当てはめて論ずるのは不適切だ、とする原理派
ハイデゲリアン

からの異議がありうる。他方、それとは逆の立場から、しかもいっそう深刻に見える、も

う一つの疑問が呈されよう。エリクソンの発達段階説からすれば、ハイデガーの言う「先

駆」は、成年期に固有な世代出産性と世話よりはむしろ、最終段階たる老年期にそなわり

うる「統合（ integrity）」という力、またその発揮としての「英知（wisdom）」に、はるか

に適合的だ、と考えられなくもないからである。老エリクソン自身、老年期について魅力

的な考察を多く残した。たとえば次の一文などは、「死への存在」という概念の肉付けと

して絶好であるかに見える―「英知とは、死そのものを目前にしての、生そのものに対

する超然とした関心である」 12。死に襲われようとする生そのものを「全体的（ integral）」

に睥睨する老年にのみ望みうる円成の境地、そこに実存の「全体性」が宿る―といった

解釈は、それなりに興味深いものとなるだろう。  

 だが、本論はそのような解釈方向は採らない。あくまで世代出産性をテーマに据えて、

その射程内に「死への存在」の本来形を見出す可能性に賭けたいと思う。そのさい、死へ

の存在との組み合わせにおいて「始まりへの存在」を捉え、そこから世代の問題へと踏み

出してきたこれまでの方針が、堅持されなければならない。  

 われわれ生まれ出ずる者たちは、第一の始まりである誕生の事実への応答として、共同

世界へ新たに身を投じ、何かを始める。出生性の現実化としての「活動」とは、そういう

意味であった。これに応じて、世代出産性の現実化もまた、既在の自己への応答として理

解できるということが分かった。おのれの産み出したものを「世話」するとは、かつて大

人たちに養われ成長してきた自身の歩みへの応答として、自分とは異なる新しい存在を育

                                                   
12 Vital Involvement in Old Age , p. 37;『老年期 生き生きしたかかわりあい』37 頁。  
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成し独立させることでみずから大人となる、ということなのである。新しく生まれた者た

ちに対する世話は、自分で産み出した始まりを始まりとして存続させることであり、自身

始まりへの存在である自己に対する、れっきとした世話である。そのようなケアは、他者

への顧慮であるとともに、自己自身への気遣いなのである。しかも、素朴さを脱して大人

となる自己変様をもたらす、という強い意味において再帰的である。  

 ハイデガーにおいて現存在の自己存在を構成するとされた「気遣い（Sorge, cura）」概念

を実り豊かなものとするには、他者のみならず自己への応答をそこに見てとることが重要

だと思われるが、そのような応答性は、「死への本来的存在」にも、紛れもなく見出され

る。始まりを為すことが誕生の事実に対する応答であるように、死への先駆とは、死への

被投性によって規定された自己自身に対する応答の仕方だからである。それは、端的な実

存不可能性である死を、あくまで可能性として持ちこたえ、それから翻ってそのつどの状

況内行為の瞬間をわがものとして摑みとることであった。  

では、そのような「終わりへの存在」に応じた世代出産性の現実化つまり世話は、いか

なるものでありうるか―これが問題である。ここから、臨死の看取りや終末医療といっ

たテーマへ向かうことは慎みたい。ここは、世代出産性は新しい世代の育成を事とする、

という現象的実情に踏みとどまり、こう問うてみよう。始まりへの存在の応答関係のただ

なかに姿を現わす「終わりへの存在」とは、いかなるものであろうか、と。 

 始まりと終わりの共属、ということから考えよう。何かが始まるとき、何かが終わって

いる。「大人となること」が始まるとき、つまりわれわれが中年に達したとき、「子どもで

あること」も「若者であること」も、終わりを迎えている。気がつけば、自分はもう幼く

も若くもないのであり、着実に年をとりつつある。まだすぐ退場というわけでもなさそう

だが、これから台頭してゆく次の世代に、徐々に主導権を渡すということなら、たしかに

ある。新人たちが新しく始めるとき、旧人たちはどのように「介入」するか。危なっかし

いときには、お節介も必要だろう。余計なお世話呼ばわりされることを甘んじて受けねば

ならない時もある。だが、積極的介入だけが世話を焼く側の取り柄というわけでもない。

何もしないで傍らでただ見守る、という「控え目さ」が求められる場合がある。  

黙ってじっと見守る、という意味での「させること（Lassen）」。この「無為」も、始ま

りに対する立派な応答なのである。新しい世代を、創り、導くだけでなく、受け入れ、あ

るがままに認め、許容し、放任すること。世代出産性の力能には、そのような発揮の仕方

もありうる。子どもの「面倒をみる」というよりは、若者の「成長を見守る」という意味

での「世話（care）」であり、「顧慮的な気遣い」である。言いかえれば、何かを「してあ

げる」のではなく、「あえてしない」ことであり、「譲ること」である。  

終わりへの存在を自覚した者が、その終わりを先取りしつつ、道を譲って引き下がり、

後進に将来を託し、委ねること。死への存在のそういう「本来形」というものが、あって

もよい。いつまでも自分が前面に出ることばかり考えるのではなく、前線から退くこと。

引き際が肝腎13。これは、あとは野となれ山となれ式の無責任な不作為とは、異なる。次

                                                   

13 引き際を弁えないでいつまでも若いつもりの「おとな
アダルト・

こども
チルドレン

」が―団塊世代を筆頭に―多す
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世代を見守ることが、そのまま応答＝責任なのである。  

 そういう「世話」の流儀があること自体は、認められるとして、次に問題となるのは、

それを「死への先駆」と関係づけてよいものか、である。じつに、『存在と時間』の記述

には、いわば「先駆的な控え目さ」とでもいうべき発想が見出されるのである。  

簡単におさらいすることから始めよう。  

「死への先駆」といった奇想天外な考えが持ち出されたのは、現存在の「全体存在しう

ること」つまり「全体性」を、確保するためであった。「不断の非完結性」（SZ 236）を孕

んでいるからといって、現存在にふさわしい「全体性」がありえないということにはなら

ない。逆である。「死への存在」は、欠如を意味するどころか、実存の全体性が汲みとら

れる現象的基盤をなすと、そう考えられたからこそ、死の実存論的分析がそもそも着手さ

れたのである。それは、終末かつ目的である完璧性を意味する「テロス」という伝統的存

在概念とは異なる、全体存在を新たに見出そうとする存在論的探究であった。  

死への先駆は、「最も固有」「没交渉的」「追い越しえない」「確実」「無規定的」という、

死の実存論的概念に沿って一歩一歩描き出されるが（SZ 263-266）、なかでも「追い越しえ

ない可能性」としての死への先駆の性格づけに、「全体性」が浮かび上がってくるしくみ

になっている。そのくだりに注目してみると、死すべき身ゆえの「あるがままにさせるは

たらき」―いわば先駆的譲歩―の次元が暗示されていることが分かる。  

まず、追い越しえない可能性への先駆は、「おのれ自身を放棄することが、実存の最も

極端な可能性として現存在に切迫していること」を、「現存在に了解させる（verstehen 

lassen）」（SZ 264）。「先駆は実存に、最も極端な可能性として自己放棄（Selbstaufgabe）を

開示する」（SZ 264）。可死性という分限を弁えた者ならではの、我執的自己主張の断念と

いう意味に解せる「自己放棄」という言い方に注目したいが、これだけでは、「させる

（ lassen）」を、放任的世話という意味にまで解釈することは難しい。だが、ニーチェから

の引用に続く次の記述は、もっと踏み込んで他者との関わりを語っている。  

 

終わりのほうから規定された、すなわち有限的なものと解された、最も固有な可能性に向かって

自由になることで、現存在は、次の危険を払い除ける、つまり、自分の有限な実存理解を追い越
．．．．．．．．．．．．．．

してゆく
．．．．

、他者の実存可能性
．．．．．．．．

を、自分の実存理解のほうから誤認したり、あるいは、そうした他

者の実存可能性を誤解して、自分自身の実存可能性のほうへ無理やり押し戻したりして―その

結果、最も固有な事実的実存を手放してしまう、といった危険がそれである。没交渉的な可能性

として、死は単独化するのだが、それはひとえに、追い越しえない可能性として、現存在に、他

者の存在可能を共存在として理解させる（verstehend machen）ためなのである。追い越しえない

可能性への先駆は、その手前に広がっているすべての可能性を、ともに開示するがゆえに、先駆

のうちには、全体的な現存在を実存的に先取りする可能性が、すなわち全体的な存在可能として

実存する可能性が、ひそんでいる。（SZ 264. 強調は引用者）  

 

                                                                                                                                                     
ぎる。世代出産性の不調、つまり「停滞」と「自己没入」のニヒリズムが、世を覆い尽くしてい

るからこそ、「引退」というテーマが浮上してきた、と、そう考えれば救いもあろうが。  
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長い引用となったが、以上の三文のうち、最後の一文には、追い越しえない可能性への先

駆が現存在に全体性を確保する旨が、はっきり述べられている。その一つ前の文章では、

他者の実存可能性を、先駆は現存在に「理解させる」とされている。もちろんこの「させ

る」も、それだけでは、他者への顧慮としての「させる＝任せる＝しない」と解すること

はできない。とはいえ、死は「没交渉的」な可能性でありながら、他者の実存可能性を現

存在に理解するよう促すのであり、しかもそれは死が「追い越しえない」可能性だからだ、

と説明されている点は重要である。では、追い越しえない可能性としての死が
．．．．．．．．．．．．．．．．

、他者の実
．．．．

存可能性を開示する
．．．．．．．．．

、と言えるのはなぜか
．．．．．．．．．

。  

その理由は、引用箇所前半の長い一文で語られる「危険」に示唆されている。他者に過

剰に介入し、その実存可能性を封じてしまう、この余計なお世話的危険を逆手にとって、

本来あるべき共同実存のかたちに書き換えれば、こうなる―「自分の有限な実存理解を

追い越してゆく、他者の実存可能性を、自分の実存理解とは別個のものとして許容し
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、承
．

認し
．．

、そしてそれを
．．．．．．

、他者自身の実存可能性として本人に任せ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、放っておき
．．．．．

―その結果、

最も固有な事実的実存を自分でも摑みとる
．．．．．．．．

」ことだ、と（傍点部が変更箇所）。ここによ

うやく、われわれの求める「世話」の姿が垣間見えてきたと言えるだろう。  

だがそれにしても、そうした「容認」や「放任」は、いかにして可能なのか。それは、

他者の実存可能性が「自分の有限な実存理解を追い越してゆく（überholend）」ものである

ことを、受容することにもとづく。自分には、自分の死の可能性を追い越すことは決して

できないが、他者は、その追い越し不可能性の埒外にある。他者は、私の有限性を追い越

してゆくのであり、少なくともその可能性をもつ。そう、自分を追い越す可能性をもつ者
．．．．．．．．．．．．．．

として理解される存在こそ
．．．．．．．．．．．．

、他者なのだ
．．．．．

ということが、ここには示唆されている。 

 死という終わりは、各自にとって決して乗り越えられない「限り」である。その有限性

の自覚は、同時に、自分とは異なる実存可能性をもち、自分の死を追い越してゆく他者、

つまり自分の可能性の限界を跨ぎ越える可能性をもつ他者
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

を承認することでもある。私の

死を超えるもの―それはまずもって、私の傍らにいる他者たちなのである。この厳然た

る事実をゆがめることは、どうあがいてもできない。  

だとすれば、他者の可能性を承認したり放任したりするのは、贔屓したり甘やかしたり

することではなく、自分の可能性の埒外にあることには干渉できない、ということなので

ある。自分の及ぶところでない他者の実存可能性は、あるがままに認めるほかない。その

分を弁えずに過剰に介入するのは、お節介どころか不当な越権行為と言うべきである。次

世代への干渉にはおのずと限界があることを、死すべき者どもは知らねばならない。  

 こうしてわれわれはようやく、次の文章を味読することができるようになった。決意性

から「本来的相互共存（das eigentliche Miteinander）」が導かれる有名な箇所である。  

 

自己自身への決意性が、現存在を、次の可能性へはじめて導いてゆく。つまり、共存在している

他者を、その最も固有な存在可能のうちで「存在」させ（»sein« lassen）、彼らのこの存在可能を、

率先し解放する顧慮においてともに開示する、という可能性がそれである。決意した現存在は、

他者の「良心」となりうる。決意性の本来的自己存在から、本来的相互共存がはじめて発現する
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〔…〕。（SZ 298）  

 

この場合の「率先し解放する顧慮（vorspringend-befreiende Fürsorge）」としては、さまざま

な作法が思い浮かぶが、何もしないで見守る、という「世話」もその候補の一つとなろう。

「存在させる」と言っても、「はじめて存在へと導き、制作する」という意味ではないこ

と、言うまでもない（vgl. SZ 85）。道具的存在者を相手とする場合、当の存在者をその道

具存在性において見出す「先行的解放」ということになるわけだが、その場合でも、「介

入したりせず、あるがままに任せ、放っておく」というのが基本である。他者を相手とす

る場合であれば、なおさらそうである。他者の「良心」としておおっぴらに容喙するなど

といった身の程知らずは、お呼びでないのである。相手をその実存可能性において「存在

するがままに任せること」が、ハイデガーの言う「本来的相互共存」であるとすれば、そ

こで語られる Seinlassen とは、われわれの探し求めてきた「あるがままに認め、干渉しな

い」という意味での世話を含む、と考えてさしつかえない。そして、そのような、自分を

追い越してゆこうとする将来の者たちに道を譲る不干渉的存在交渉を、根底で促している

ものこそ、追い越しえない自己自身の死への先駆にほかならないのである 14。 

終わりへの存在が、みずからの終わりを先取りしつつ、あらたな始まりを育み、育てる

とは、死への先駆のかたちではないか―この見通しのもと、われわれは、死への存在の

本来形を、世代出産性の現実化としての世話に見出そうとしてきた。そこで行き当たった

のは、将来的な者たちの可能性をあるがままに容認し、放任する、という際立った顧慮の

あり方であった。これまでをまとめつつ、さらに踏み込んで言うと、こうなる―  

世話には、二通りの様態がある。一方に、「積極的介入」としての世話がある。これは、

始まりを産み出し、先導することである。もう一方には、始まりを傍らで見守り、後方支

援しようとする「自己放棄」がある。それぞれ、始まりへの存在と終わりへの存在にもと

づく世話の可能的形態である。そして後者は、死への先駆の一つのかたちである。  

この二通りの相互応答形式は、しかし別々のものではない。むしろ両者は一つになって、

世代出産性のまったき時熟をなす。生まれることが、産むことと一つであるように、始め

ることは、始まりを迎え入れ、栄えさせ、見守ることと一つである。しかも、終わりへと

差しかけられた死すべき者たちの尽力、介助、援護が、始まりを真の始まりたらしめる。

死を超えて続く世代横断的連携において、「有限性（Endlichkeit）」は「原初性（Anfänglichkeit）」

と拮抗しつつ一対である。始まりの時間性は、有限的時間性と組みをなして時熟し、出来

事としておのずと本有化される。複数性における世代関係の織りなす時間性相互のこうし

た絡み合いは、「共‐存在時性（Co-Temporalität）」と称されるにふさわしい 15。 

 

                                                   
14 以上の『存在と時間』読解に関しては、田鍋良臣『始源の思索 ハイデッガーと形而上学の問題』

（京都大学学術出版会、2014 年）が大いに参考になった。記して感謝したい。  
15 「共‐存在時性」については、拙著『死を超えるもの 3・11 以後の哲学の可能性』（東京大学出

版会、2013 年）参照。「隔世代倫理」に向けての続行として、拙論「共‐脱現在化と共‐存在時性

（下）  ―ハイデガー解釈の可能性」（『思想』No. 1078、2014 年 2 月号、岩波書店、所収）も参

照。  
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おわりに ケアの現象学私見 

 

「「存在させる」と言っても、「はじめて存在へと導き、制作する」という意味ではない

こと、言うまでもない」と、たった今述べた。だがこれは言い過ぎであった。「率先し解

放する顧慮」に関してはそうかもしれないが、そうでない場合もある。なぜなら、世代出

産性には、文字通りの意味での「生殖性」が含まれるからである。道具使用に先立って道

具が制作されるように、次世代を育てるには、それに先立って、子どもたちが誕生しなけ

ればならない。ひとくちに「産み出すこと（ポイエーシス）」と言っても、子作りは、物

作りとは原理的に異なるものの、子どもの出産は親たちの生殖行為という強い関与があっ

てはじめて成り立つことに変わりはない。それだけではない。どんな子どもも積極的介入

がなければ育たない。相手の自主性を尊重し放任するだけで養育が成り立つ、と思うのは

幻想である。厳しい指導、躾、矯正が必要な場合もある。相手がいずれ立派な大人になる

ことを願うがゆえにこそ、叱咤激励にも力が入るというものである。  

 あえて手を出さず相手の自由に任せるのも世話のうちだが、子育てにはなんといっても

手厚い世話が必要である。この当たり前のことを、ハイデガーの言葉遣いで表現すれば、

ケアは「率先し解放する顧慮」と「介入し支配する顧慮」の双方から等根源的に
．．．．．

成り立つ、

となる。言いかえれば、ケアはつねに、積極的な介護と控え目な放任が組み合わされた「多

様な混合形態」（SZ 122）でしかありえない。  

『存在と時間』の共存在分析に出てくる、顧慮の「積極的様態」のこの有名な「二つの

極端な可能性」（SZ 122）のうち、「介入し支配する（einspringend-beherrschend）」顧慮のほ

うは、あまり人気がないようである。なるほど、他者を「支配する」という言い方は、現

代人の平等主義的心性にどう見ても馴染まない。だが、世の人間関係は、すべてポリス的

対等制度だけで成り立つわけではない。家庭にしろ学校にしろ、自主独立要求からの保護

や庇護は欠くことができない。世代出産性を論ずるさいにも、「率先し解放する顧慮」に

ばかり焦点を当てるのはむしろ欺瞞であって、「介入し支配する顧慮」こそ、生まれ出ず

る者たちを遇する世話として必須だということを、再認識しなければならない。まただか

らこそ、「始まりへの存在」と「終わりへの存在」の双方にもとづく世代出産的な時間性

の時熟は、やはり一対の絡み合いの相のもとに置かれるべきなのである。  

 さて、これまで「世話」という問題現象を考察してきたが、その場合の「ケア」とは、

もっぱら、新しい始まりの介助・介護・看護という意味であった。だが、「ケアの現象学」

という名称のもとに今日盛んに論じられているのは、別の事柄であるかに見える。この点

に関してささやかながら提案しておきたいのは、「ケア」を論じるさいには、「終わり」と

ともに「始まり」も等しく考慮に入れられてよい、ということである。これはたとえば、

老人介護や終末医療の現場に目を向ける場合にも言えることである。エリクソンが「世話」

という言葉で議論の俎上に載せた問題現象、つまり世代出産性という人間的力能を、ケア

の現象学において主題化することは、依然として重要であるように思われる16。 

                                                   
16 たとえば、老年期に浮上する「世話」のテーマをめぐってエリクソンの記した、次の生き生きし
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もう一つ、急いで付言しておけば、ケアの現象学の事象として重要と思われるものに、

「物への配慮」がある。子作りと物作りとは別であり、子育てと道具使用とは異なるが、

それでもなお、作られたものが、使われてゆくうちに、一種の応答性をおびる場合がある。

物を大切に使うことを通じ、われわれはその物によって感化を受け、何らかの人格の陶冶

を経験することがあるのである。物の側からの働きかけにより、われわれ自身が教えられ、

学ぶということがありうる。物を労わり、物があるとおりあるがままにあらしめるという

仕方での「存在させること」は、一つの「世話」であり、高度に人間的な介助なのである。

つまり、物の面倒をみるという意味での「配慮」が、世話する当人にとって、みずからを

労わる「自己への気遣い」のレッスンでありうるのである。物へのケアが、自己への配慮

に反照してくる、ということがあり、逆に、物を粗末に扱うということは、往々にして、

われわれがわれわれ自身を粗末に扱うことへと跳ね返ってくる。  

作られた物は、それが使われ続けるには、そのつど手をかけられ大事にされねばならな

い。そのようにしてはじめて「物は物となる」。老境に達した人びとが、労わられること

によって、労わるということをわれわれに教えてくれるのとどこか似て、だが別の仕方で、

物によって教えられることがありうることを、私は、ある古い建物との出会いによって学

んだ。その経験は私にとって、もう一つのケアの現象学
．．．．．．．．．．．

を告げる指標となった。  

 

 

 

 

Ichiro MORI 

Zur Phänomenologie der Generativität 

                                                                                                                                                     
た応答の記述を参照。「世代出産性と停滞とを和解させるためには、年配者は、世界を維持する責

任を壮年者が直接に負うていることを、何かしら越えた「祖父母的な世代出産性（grand-generativity）」

を発揮せずにはいられない。年老いた親、祖父母、年配の友人、相談役、助言者、忠告者といっ

た役回りはみな、あらゆる年代の人びととの目下の関係のなかで、祖父母的な世代出産性を経験

するという本質的な社会的機会を、老人たちに提供する。この関係のなかで、各人は、他者への

外向的な世話（outward-looking care for others）と、自己への内向的な関心（ inward-looking concern for 

self）とを統合しようと求める。他者への世話を補完するものとして、年配者は、必要な世話を、

他者から受け入れるよう促されもするし、そのように世話を受け入れることが、それ自体、世話

することでもある。世代的サイクルという文脈では、老年者には、自分たちの世話をしてくれる

若い世代のうちに、世代出産性の感情を増進させるという義務がある」（Vital Involvement in Old Age , p. 

74;『老年期 生き生きしたかかわりあい』79 頁以下）。  
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媒介論的現象学の構想 

―フッサールと共に、フッサールを超えて― 

 

                                                                                                   田口 茂（北海道大学） 

 

 

 フッサール現象学研究の現状を見ると、綿密なテキスト研究という点では、一定の到達

点に達しているように思われる。しかしそれだけでは、フッサール現象学が本来もってい

たポテンシャルが十分展開されているとは言えない。フッサールが本来思い描いていた現

象学には、ある意味で素朴に、端的に、人々を共同作業へと誘うという側面があった。「事

象そのものへ」という標語が、当初現象学を特徴づけるものと見なされてきたのは、そう

した側面のゆえであった。初期の現象学に息づいていたこうした精神が、現象学研究の歴

史的展開のなかで力を失ってきたことは否定できない。 

 ところで、そのような展開を妨げているのが、フッサール自身の語彙であるということ

も、否定できないように思われる。フッサールが用いる「主観性」と「意識」に関連する

語彙は、それにいくら「超越論的」という形容詞を冠したとしても、やはり現象学を狭い

意味での意識のなかに押し込めてしまうように見える。それによってわれわれは、現象学

が本来問題にしていた「事象そのもの」を、容易に見失ってしまう。  

 現象学が、狭い意味での意識の外に、最初から出てしまっているということを、これま

での現象学研究は十分に示してきた。「志向性」というものを正確に解釈するだけでも、

この点は十分に理解することができる。「志向性」とは、いつもすでに、私の実的な体験

を超えたものとの関わりであり、そこにおいて、われわれはいつもすでに間主観的で公共

的な事態に関わっている。「志向的〈内〉は［…］同時に〈外〉である
．．．

」（Hua XV, 556）。

問題は、われわれが最初から意識の外に出てしまっているという、この本来の意味で「自

然な」事象そのものを記述する語彙が、自然的言語に欠けているという点である。それゆ

えフッサールは、たとえば「超越論的」という形容詞を用いて、既存の語に新たな意味を

負わせることにより、暫定的に進んでいく方略を選択したのであるが、現代の現象学研究

は、こうしたフッサールの暫定的方略を批判的に吟味し、それに対する修正提案を提出し

うるところまで成熟しているのではないか。 

 もちろん、ハイデガーをはじめ、メルロ＝ポンティ、フィンク、パトチカ、マリオンな

ど、フッサール的現象学に対して、現象学の批判的改鋳を企てた哲学者はすでに多く出て

いる。だが、ここで提案しているのは、フッサール以外の「大哲学者」の研究に向かうの

とは別に、「小研究者」の共同的事象研究という初期現象学の精神を、部分的ではあれ、

再び蘇らせることができないか、ということである。そのための「語り方」の検討が、ま

ずなされるべきではないか。既存のフッサール現象学研究の枠組みを尊重した上で、その

成果に対して、より適切な表現を提案し、相互に吟味していくことから、この作業を開始

することができるのではないか。 
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 ここでは、そのような一つの提案を行いたい。それは、現象学に「媒介」の語彙を導入

するということである。フッサール現象学は、それを持ち出すことによって思考が停止し

てしまうような、行き止まりとも言える語彙を多く残している。「主観性」はその一つで

あるし、「本質」、「明証」、「自我」、「間主観性」といった語彙は、いずれも、それ

を持ち出すことによって話がより具体的になるよりは、「わかったようでわからない」も

のに議論を投錨させてしまう面がある。しかし実際には、フッサールの現象学的分析は、

こうした語彙を絶えず具体的な事象のなかに置き直し、具体的事象をより明確に浮かび上

がらせるための「媒介点」のようなものとして用いている。  

 現象学が、「行き止まり」となるような実体的なものを提示しようとするものではない

ということは、すでにこれまでの現象学研究が十分に明らかにしている。それにもかかわ

らず、上に挙げた「本質」「自我」「間主観性」等々の語の理解は、現象学をめぐるこれ

までの言説において、どこか実体性を払拭しきれていない面がある。本稿では、これらの

語からさらに徹底して実体性を抜き去り、これらの語をまさに「媒介」そのものの標題と

して理解することを試みる。 

 その際、筆者の発想の背景にある田辺元の「媒介」概念についても、簡単に示唆するこ

とにしたい。田辺は、一見自体的・無媒介的に成り立っているかのように見える存在者（有）

を、それ自体「媒介的」な出来事として、媒介的現実がとる一つの形（空有）として受け

とる。無媒介であるかのように見えるということそれ自体が、媒介の一つの形（媒介の自

己否定態、自己疎外態）なのである。こうした発想に親和的な分析は、フッサール現象学

の各所に見られる。本稿では、現象学のもつそのような側面をいくつか取り出してみたい。

ここでは、限られた論点についてのごく概略的な議論にとどめざるをえないが、この考察

が今後の議論のきっかけとして役立つことを期待したい1。 

 

 

１．「媒介」という発想 

 

 まずはじめに、本稿を動かしていく基本的な発想について述べておきたい。すでに述べ

たように、フッサール現象学のなかには、それだけを取り出してみるときわめて抽象的で、

経験には見出されないものを実体化したとも言われかねない概念が存在する。「超越論的

主観性」にしても、「本質」にしても、「明証」にしても、繰り返しそのような疑念を呼

び起こしてきた。だがフッサールは、これらの概念を天下り式に持ち出すわけではない。

これらの概念をまず定義することから出発するのではなく、事象を具体的に分析するなか

で、これらの概念がおのずからその意味を確定していくことを目指したのである。それゆ

え、これらの概念の意味を知るためには、フッサールの具体的分析全体を参照しなければ

ならないことになる。つまり、これらの概念は、さしあたり分析を進めていくための空虚

な標題にすぎず、その内容は、経験の現象学的分析によって絶えず直観的に充実されねば

                                                   
1 拙著『現象学という思考』（2014a）では、本稿と同じ問題意識から、物、本質、自我、間主観性

などについてより詳細に論じているので、そちらも参照されたい。  
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ならないのである。フッサールの高弟ラントグレーベは、次のように語っている。「フッ

サールにとって、諸々の概念は、理性にアプリオリに固有なものの解明＝展開（Explikation）

ではなく、直観の内実を呈示するための単なる示唆であり、補助手段にすぎない。そこか

ら、フッサールが導入するあらゆる概念の暫定性と解消可能性が由来するのであり、それ

らを再び撤回する可能性が絶えず存立しているのである」（Landgrebe 1973, 322）。 

 このようなフッサールの言葉の使い方を考えてみると、彼の思考がすでに「媒介的」な

特徴をもっていることが見えてくる。フッサールは、直接に何かを固定しようとはしない。

言葉の意味を浮動させたままで、それをわれわれ自身の経験の探究と結びつけ、言葉を言

葉の手前にある経験へと媒介しようとする。個々の思考する者は、経験を自ら探索するな

かでさまざまなものに出会うが、フッサール的な現象学は、概念をそのような経験と絶え

ずつきあわせることによって、概念がおのずと形をとってくるのを待つのである。そのよ

うなフッサールの概念は、それだけで自立しえず、絶えず媒介的に成り立つという特徴を

もっている。 

 それゆえ、フッサールが用いている現象学的概念を生かすためには、「～とは何か」と

いう定義的な問いだけで済ますわけにはいかない。それがいったい何と何とを媒介してい

るのか、それがいかなる媒介的事態を名指す標題であるのか、と問うていく方が、はるか

に得られるものは多い。 

 このような問い方は、そもそも現象学を特徴づけるものである。日常のなかで、あるい

は科学において、あるいは哲学のなかで、われわれが出会う様々な概念について、現象学

は、それが「何であるか」ではなく、それが何を媒介し、何によって媒介されているかを

問題にする。フッサール的思考と抽象的な観想的思考とを対比しながら、レヴィナスはこ

の点を鋭く指摘している。  

  

「それ［抽象的な観想的思考］は、対象を発見しながらも、対象へと導いた諸々の道を知らない。

だがこれらの道こそ、その対象の存在論的場所を形づくっている。つまり対象は、そのような〈存

在〉からの一つの抽象物にすぎないのである。現象学的な手法は、これらの接近の道を―通過

され忘却されたすべての明証性を―再発見することにある。これらの接近の道が、それらを超

出するように見える対象の存在論的重みを測る尺度となる」（Levinas 1967, 116）。 

 

 この箇所でレヴィナスはヘーゲルに言及している。「自体」を思念する抽象的思考を、

具体的なものへと連れ戻し、具体的なものに再び結びつけるような思考が念頭に置かれて

いるのである。レヴィナスは、ここでフッサールの思考の「媒介的」特徴に留意している

といってよい2。 

                                                   
2 ただしレヴィナス自身は、こうした「媒介的」思考を十分に踏まえた上で、媒介を欠いた他人と

の関係を主題化しようとしている。たとえば以下を参照。「他人は、単にコンテキストから出発

してわれわれに到来するだけではなく、媒介なしに、それ自身で意味するものである」（Levinas 1967, 

194）。 
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 ここで本格的にヘーゲルに言及する余裕も力量も筆者にはないが、ここでの発想の背景

となった田辺元の媒介思想について、一言言及しておきたい。田辺によれば、無媒介的な

ものは、媒介の自己忘却態、自己疎外態である。無媒介的なものを媒介の対立物と見るの

ではなく、無媒介的に見えるものは、媒介が自己を隠蔽し忘却する仕方で成立している姿

を示しているのであって、それもまた媒介の一様態であると考えるのである 3。 

 この発想の利点は、それが具体的な事象分析を駆動する装置になりうる点である。通常

は、自体的、無媒介的なものに出会ったら、それ以上手の出しようがない。それは、それ

だけで成立しているのだから、「ただある」だけであって、思考はそれをただ前提するし

かない。そこで思考は停止してしまう。だが、田辺の「媒介」の発想に従うなら、無媒介

的に見えるものに出会ったとき、そのこと自体を思考の媒介として生かすことができる。

「無媒介的に見える」ということ自体が、忘却された媒介の姿であり、そこに媒介が成立

しているしるしなのである。 

 まず何か無媒介的・自体的なものがあって、それからそれが媒介されるのではない。い

わば媒介の働きの方が先である。媒介の働きが、「ある」と言いうるような端的な無媒介

性をはじめて成立させているのである。「何か」として固定しうるようなものは媒介の効

果としてあるとさえ言ってもよい。媒介の背後に、それを成立させる実体を想定する必要

はない。媒介こそが絶対的なのである（これが田辺の言う「絶対媒介」である）。  

 この考えは、背後に想定される実体的なものから、いまここにある相対的・偶然的なも

のを導出するような思考を排する。むしろある意味で、相対的・偶然的なものの決定的な

意義を露わにする。今ここにあるものが、相対的でありながら、それ自身媒介としてある

がゆえに、まさしく媒介的現実の比類のない実証となるのである。  

 ここには、目の前にあるものを問題にしながら、目の前にあるものだけにとどまらない

思考がある。目の前にあるものを問題にすることが、そこから眼を逸らすことなく、それ

を飛び越えることなく、ただちに〈目の前にあるものを超えたもの〉を問題にすることに

なる。筆者には、現象学がこのような思考のあり方を体現しているように思えてならない。

以下では、このような観点から、フッサール現象学に見られるいくつかのトピックを、別

の言い方で書き換えてみることを試みたい4。 

 

 

２．「物」と物の現われ 

 

 まずは「物」（Ding）について考えてみたい。日常において、端的に直接的な確かさを示

そうとするとき、われわれはしばしば「物」に訴える。物は端的に、直接的＝無媒介的に

存在しているように見える。だが、現象学的分析は、そのような物そのものが、必然的に

                                                   
3 田辺の「媒介」概念については、拙論 2014b, 113 頁以下も参照。 
4 田辺とはまた異なった源泉として、筆者は新田義弘の「媒体性」の概念にも刺激を受けている。

新田 2001, 第三部参照。ただし、筆者の試みは、新田の哲学的に彫琢された「媒体性」概念よりも

浅いレベルで、媒介的な発想を現象学の各所に生かすことができないか、という可能性を探るも

のにすぎない。 
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「射映」（Abschattung）と呼ばれる変化する多様性においてしか現われえないことを示した。

物の全面が一挙に、静止した全体として現われることはありえない。物はいつもある一面

においてしか現出しない。たとえば、箱を回転させると、上面、側面、下面などが次々に

現われる。しかし、それらすべてが同時に現われることはない。また、上面と側面が一緒

に見えることはあるが、上面と下面が一緒に見えることはない。一面的現出が次々に展開

するなかで、それぞれの物は、ある規則的な構造を示す。この連続的に展開する現出の規

則的構造こそが、そこに「物」と言いうるような何ものかを現出させるのである。つまり、

「物そのもの」は、そのつど変動する多様性に媒介されることによってしか現出しえない。

「物」とは、むしろこの「媒介」の多様な局面が、一つの明確な構造を形づくるという出

来事それ自体を指すと言ってもよい。このような媒介なしに、われわれが「物そのもの」

に直接出会うということは、思考不可能な事態なのである。  

 さて、そうすると、「物そのもの」を媒介している多様な「現われ」（Erscheinung）は、

どのようなステイタスをもつのか、が問題になる。「現われ」とは、単に主観的なものに

すぎないのであろうか？ 現われを超えた「物自体」に直接出会うことがありえないとい

うのは、われわれが自分の主観的体験から出られないということを意味するのであろうか。 

 このような問いから発する観念論と実在論との論争に、現象学は絶えず巻き込まれてき

た。しかし、現象学の具体的分析は、上記のような問い自体が、一種の疑似問題であるこ

とを示しているのではないか。 

 一方で、「現われ」とは「主観的」なものでもある。物はまさに私に対して、われわれ

に対して現われているのであって、その現われは、われわれにとって具体的に体験されて

いるのである。他方で、「現われ」とは、それが物そのものの現われを意味する以上、「単

に主観的なだけ」のものではありえない。それはまさしく客観的な物そのもの「の」現わ

れなのである。何らかの仕方で現われることにおいてしか、物そのものを問題にすること

はできない。何らかの仕方で物が「客観的」にありうるとすれば、物がそのように客観的

なものとしてあるということ自体が、「現われ」において成立しているのである。  

 このように、「現われ」は、「主観的か客観的か」という二者択一的な問いには馴染ま

ない。むしろ「現われ」とは、それ自体が「媒介」そのものであると考えられる。主観的

なものと客観的なものとがまずあって、しかるのちにそれらが関係するようになるわけで

はない。「現われる」ということがまずあって、その「現われる」という事態のなかに、

ほかならぬ客観的な物が姿を現わすと同時に、それを体験する働きも含まれているのであ

る。「現われる」というただ一つの事態のなかに、主観と客観は最初から相互に媒介され

た仕方で見出される。「現出」（Erscheinen）というただ一つの媒介的事態の構造契機とし

て、はじめて主観的なものと客観的なものとが、互いに対する差異を通じて固有のあり方

を獲得する。 

 そう考えるなら、主観的なものと客観的なものとの区別を抽象的な仕方で絶対視するこ

となく、かといって両者を無差別に同一視することもなく、両者が相関し合う現象を具体

的に分析していくことが可能になる。観念論と実在論という抽象的枠組みを外から持ち込

むことなく、そこにある具体的現象をそのままに分析することが可能になるのである。そ
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れは現象学が、その自己解釈の如何にかかわらず、実質的にはすでに遂行してきたことで

ある。媒介的な語り方は、その現象学が実質的に達成してきたことに、より適切な表現を

与えうるように思われる。 

 このように考えるなら、「志向性」と呼ばれるものも、すでに一つの媒介現象であるこ

とに気づく。また、「構成」（Konstitution）とは意識による「創造」なのか「意味形成」

なのかというかつての論争に対しても、「構成」とは一つの媒介現象にほかならないと答

えることができるだろう。「構成」とは、そのなかでのみ客観的なものが自己を露わにす

るような、主観的に生きられたプロセスを言い表そうとするものだとすれば、主観と客観

の対立から出発して「構成」を位置づけようとするよりも、「構成」という媒介的事態か

ら出発して、そこに主観的なものと客観的なものの不可分の相互媒介を分析していく方が、

現象学的な思考のふるまいとしてはより自然であると言えるだろう。  

 

 

３．「明証」の媒介性 

 

 ここで「明証」もまた、「現われ」と同じく媒介的な性格をもつという点を指摘してお

きたい。明証は主観的なのか、客観的なのか。どちらでもあり、どちらでもない。明証は

確かに、主観的に体験されるものである。しかし、単に主観の内部から出られないもので

はない。それは、そこにおいてまさに客観的な真理が真理として現われる出来事である。

何かが「真である」ということの体験が明証なのであり（Hua XVIII, 193）、この出来事を

一方的に主観の側にも客観の側にも割り振ることはできない。むしろ明証とは、媒介的な

事態なのである。こう捉えれば、主観的とも客観的とも決められないという明証のキマイ

ラ的性格は、むしろその媒介性格の素直な表現となる。明証とは、まさに主観的体験と客

観的真理との媒介そのものを意味するのであり、この媒介的事態なしに、客観的真理が自

体的に存立していると考えることもできないし、客観的真理から切り離されて、主観的体

験がそれだけで存立しているということもない。「明証」という媒介的事態から出発して、

その運動に従うことにより、はじめて客観的真理と言いうるものが姿を現わしてくる。そ

れは同時に、真理を一歩一歩体験のなかで確証していくことでもある。明証が明証自身に

よってのみ訂正されうるということ5は、明証の死んだような自己同一性を意味するもので

はなく、それがつねに媒介の運動であるということを意味しているのである。  

 それゆえ明証は、経験のなかで、様々な局面の「間」で際立ってくる。一つの局面から

次の局面へと移ろうとするとき、われわれはしばしば何かを確かめようとする。道具を持

ち換えるとき、われわれは道具をまさぐり、その感触を確かめようとする。道を渡ろうと

するとき、車が来ないことを確かめ、しかるのちに道を渡り始める。確かめて明証が得ら

れないとき、次の局面に移ることはできない。車が来ないかどうかいつまでも確かめつづ

けていたら、道を渡ることはできない。確認がうまく行ったということは、むしろ道を渡

                                                   
5 Hua XVII, 164; Tugendhat 1967, 106; Wiegerling 1984, 152. 
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るという行為に移ることができたということからわかる。明証は、どこまでも確かめつづ

けることによって得られるのではなく、むしろ一つの行為から次の行為に移れるというこ

と、それらの間の媒介として機能することにおいて、成立している。明証とは、経験の行

き止まりではなく、経験を展開させる媒介として機能するのである。  

 

 

４．「本質」の媒介性 

 

 さて次に、「本質」について一言しておきたい。「本質直観」は、しばしば非現象学者

から奇妙な主張として排撃され揶揄されてきた。そうした場合に思い浮かべられているの

は、現象学者が、一つの対象として無媒介に、自体的に存在している（虚空に浮かんでい

る）「本質」を直接凝視しているかのようなイメージであろう。これに対して、「本質」

の所与性がつねに基づけられた（fundiert）所与性であること、具体的な経験なしに本質だ

けが単独で虚空に浮かんでいることはないこと、などを現象学的分析は示してきた。しか

しそれでも、「本質」という独特の所与性について適切な理解を形づくることは、現象学

者にとっても容易ではない。「本質」という対象性が自立的な対象性として「見える」か

のようなイメージを払拭することは、現象学者にとっても容易ではないのである。  

 このような状況は、「本質」の媒介的な本性を提示していくことにより、改善されうる

ように思われる。たとえば「赤の本質」は、現われてくる個々の赤いものなしには、空虚

な言葉でしかない。個々の赤いものが、「いずれも赤である」ということ、同じく「赤で

ある」ようなものが、原理的には無限にありうること、が見抜かれるとき、そこに「赤」

という本質について語る可能性が生じてくる。このとき、「赤の本質」は、複数の（ある

いは無数の）赤いもの同士の関係のなかにしか、現われてこない。つまり、複数の赤いも

のは、それぞれ単独で自体的に成り立っているのではなく、相互に媒介される仕方で現わ

れている。その相互媒介のあり方こそ、「本質」という言葉で名指されている事態なので

はないか。 

 赤いものが赤いものと、そしてまた別の赤いものと関係し合うとき、それらを不可避的

に結びつけてしまうような一つの同じ観点が生じてくる。それらは「赤」という点で一つ

に結び合ってしまう。これをフッサールは、『経験と判断』において「連合」（Assoziation）

の現象として描いている（とりわけ第三篇第一章を参照）。すなわち、現出する諸現象は

最初から相互媒介において現われてくるのであり、この相互媒介がある一つの「不変項」

（invariantなもの）をいわば媒介の交叉点としてもつとき、それが「本質」という言葉で呼

ばれるのである。 

 つまり「本質」とは、原理的に媒介的な事態を指しているのであり、この媒介は限定的・

局所的ではなく、むしろ無限の時間・空間に関わる媒介に対応している。これが「どこに

でもあり、どこにもない」（überall und nirgends）と呼ばれるイデアールな対象の存在様態

に対応する。時間や空間と無関係に、「本質」なるものが自体的に存立しているというわ

けではない。フッサールは、イデアールな対象の存在様態が、やはり一種の時間的
．．．

様態、
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すなわち「遍時間性」（Allzeitlichkeit）という時間的様態にほかならないということを強調

している。これを、全時間点の媒介関係の一様態を表すものと受け取ることができる。い

かなる時間点と時間点、いかなる空間点と空間点とが関係しあっても、「赤」という点で

はそれらの間に差異が生じないような媒介のあり方が、「本質」という言葉で表現されて

いる媒介のあり方なのである。時間・空間的な差異を無効化するようなタイプの媒介と言

ってもよい。時間・空間的な差異がないからといって、「媒介がない＝無媒介である」と

いうことにはならない。むしろ、差異を無効化するからこそ、非局所的な、汎通的な媒介

を可能にすることができるのである。このような媒介の普遍性を見抜いたとき、われわれ

は「本質を洞察した」と言いうる。 

 

 

５．媒介点としての自我 

 

 さて、いま見てきたように、「本質」とは、同じものが同じものと結びつくという現象

を、その相互媒介の一様性という面から言い表したものであると考えられるが、もう少し

緩く、似たものが似たものと結びつくという現象もある。これは「類型」（Typus）という

現象に対応する。様々な犬の類似性の経験は、犬の類型を生じさせるが、同じ犬でもかな

り異なった種類の犬がありうるように、「類型」に属する個別例にはかなり緩やかな幅が

ある。われわれが対象を経験するときには、このような緩やかな幅をもった類型が、つね

に様々なレベルで働いている。一つの対象をまったくゼロから経験するということはわれ

われにはほとんどできない。何かを経験するとき、そこにはつねに何らかの類型的予料が

働く。机のようなものを見れば、私のなかでは、もうすでに机の類型が動き出しており、

見えなくても下には脚が四本あるだろうとか、取っ手のついた部分は引き出しであろうと

いった予料が、暗黙のうちに働いている。そのような類型的予料は、日常的生においては、

大部分確証されていく。類型形成の力は非常に強力であり、われわれの経験は、至るとこ

ろで類型を形成しつつ、それにもとづく予料を確証することによって、ますます類型の支

配力を増大させながら進んでいる。そのおかげで、われわれは日常生活の習慣的行為にお

いて迷うことが少なくなるのである。 

 しかし、類型的予料が確証されない場面が全くないわけではない。時に、その予料は裏

切られる。眼の前のドアに付いている突起は、ドアノブのように見える。私はそれをドア

ノブの類型によって捉え、ドアノブならば回せるはずだ、という予料のもとに行動する。

だが回すことはできない。類型的予料は裏切られる。そこではじめて、われわれは類型的

予料から離れることを強いられる。ドアノブの類型にこだわるかぎり、私の行動はそれ以

上先に進むことができない。ドアノブの類型が期待させることをその物が充たさない以上、

私はその物に対して、類型的なドアノブに対するのとは異なった態度で接するほかはない。

私はそこではじめてその物をよく見、よく調べて、それが何であるのか、それがどんな類

型に属するのかを見ようとし、場合によっては新たな類型を形成しようとするのである（そ
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れは単に壊れているのかもしれないし、日本のドアノブは回せるが、ドイツのドアノブは

回らないものがあるといったことに気づくかもしれない）。 

 このような、類型的予料が崩される瞬間、習慣的な行動が乱される瞬間にこそ、能動的

な「自我」の意識が呼び出される6。そこでは、「私」が事態をよく見て、判断し、選択す

る必要がある。そこでは、ある類型的予料を見限って、別の類型的予料に乗り換える転換

が行われる。この転換の瞬間においては、類型的に敷かれたレールがいったん取り外され、

様々な類型的枠組みから「私」がいったん切り離されて、「自由」に何かを選択し投企す

る、という出来事が起こる。類型的予料がスムーズに確証されているときにはほとんど意

識されない「自我」が、このような危機的な瞬間には、表面に押し出されてくる。一つの

類型が別の類型に切り替わるとき、「私」はその切り替えを担うものとして、あるいはそ

の少なくとも一部として意識される。もしそうであるとすると、「私」はまさに「媒介」

として呼び出されると言ってよいのではないか。一つの類型が別の類型へと切り替わると

き、「私」はその切り替えを「媒介」する機能の一つとして浮上してくるのである。「ど

うすべきか」という決断を迫られるときに、「私」が強く意識されるのもそのためである。  

 もちろん「私」は、そのような危機の瞬間にのみ機能しているわけではなく、能動的・

顕在的自我として浮上していないときにも、潜在的に機能している。だがそれも、独特の

媒介機能として解釈することが可能である。 

 自我は、「いつでも同じ自我である」という側面をもつ。こう言うと、自我という実体

的なものが、時間を貫いて同一のまま存在している、というイメージをどうしても抱いて

しまう。だが、そのように考える必要はない。眠り、そしてまた目覚めたときに、私は自

分が「同じ私」であると思う。眠る前の瞬間と、いま目覚めた瞬間との間には時間的距離

があるが、眠る前の私と目覚めた私との間には、距離がない。ここでも、眠る前の瞬間と

目覚めた瞬間との間の転換・媒介関係を考えてみると、この媒介は、時間的距離は保存す

るが、私と私との距離はつねにゼロにするような機能を果たしていることがわかる7。私の

生の各瞬間は、単独で切り離されているわけではなく、相互に媒介されて成立している。

それらの間には、時間的には様々な距離があるが、それらに含まれる「自我」の間には距

離がゼロになるような変換関係が成立している。このように見るならば、実体的な自我が

存立していると考えなくても、実質上、「自我はいつでも同じ自我である」と言いうる。

フッサールが、「純粋自我は空虚であり、内容をもたない」と言うとき8、そこで考えてい

たのは、生の各瞬間のもつ形が、それらの相互媒介において、ある同型的な重なりをもつ

という構造的な関係のことだったのではないか。  

 この構造的な一点が「同じ」にとどまるがゆえに、各瞬間の間に、通路ができる。この

「同じ」一点を媒介として、各瞬間が通じ合うことができるのである。それゆえ、自我は

過去を想起することもできるし、未来を予期することもできる。また、現実と空想との間

                                                   
6 Hua XI, 51-64; EU 347-352, 366f., 372 に関連する叙述がある。マトゥラーナは、「反省とは確実性を

手放すことだ」と言っている（Maturana 2013, 34）。反省と自我が浮上するのは、自明的に安住し

ていた確実性が危機に瀕する瞬間である。  
7 それゆえフッサールは、純粋自我は時間的に「延長していない」という（Hua XIV, 43）。 
8 Hua III/1, 179 参照。拙著 2010, 92-94 頁をも参照。 
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を、自由に行き来することもできる。生の各契機の間を自由に繋ぐことができる媒介点こ

そ、「自我」なのである。  

 

 

６．自我の媒介的動性と間主観性の「相抗う統一」 

 

 しかし、自我は媒介点でもあるが、個体的に限定するものでもある。自我はいつも「今」

と「ここ」にいる。自我は過去にも未来にも現実にも空想にもアクセスできるが、自我自

身の居場所は「今ここ」の現在なのである。私は過去のことを思い出す。そこで私は、あ

たかも過去の自我と一体化しているかのように、過去の世界を体験している。だが、過去

の自我と完全に一体化することはできない。過去の世界が現在として体験されるわけでは

ないからである。各時点の自我は、同じ自我である以上、距離なく一つに重なり合うので

あるが、それにもかかわらず、「そのつどの自我」、「現に体験する自我」としては、一

致し得ず、そのつど異なるのである。私は、過去の私の視点からも世界を見ることができ

るし、空想上の私の視点から、現実には存在しない世界を見ることもできる。これらすべ

ての自我の視点に、私は距離なしに一致しうると同時に、現実の私は、あくまで今ここに

いる「この」私以外ではありえず、過去の私でも、空想上の私でもない。このように自我

は、自らの内に合致と差異を同時に抱えている。自我においては、一性と多性とは静的に

区別された二者択一ではなく、自我は「一であり多である」という、一点における振動的

分散を生きている。ここにも一つの媒介現象が見られる。一なる自我と、多なる自我とが

別々にあるのではなく、多なる自我が、多でありながら一点において媒介されて存在する

という動性こそ、「自我」と呼ばれるのである。  

 「他の自我」についてはどうであろうか？ フッサールは、たったいま述べた一と多の

媒介現象、差異と合致が重なり合った出来事とよく似た仕方で、間主観性についても論じ

ている。「驚くべきことに、私は他者を、私との合致においてのみ直観的に見出しうるの

であり、他者の体験を、私の体験との拮抗においてのみ［…］直観的に見出しうる」（Hua 

XIV, 141）。私と他者は、合致しつつ拮抗し合う。他者が一つの自我であることがわかるの

は、その自我性を、ある意味で私はあたかも自分の自我であるかのように生きてしまって

いるからである。これは、高次の能動的比較によるものではない。私が自我であることそ

れ自体が、もうすでに自我であるというその一点において他の自我と受動的に重なり合っ

てしまっている。自我を意識するより前に、自我であることはもうすでに一つの媒介とし

て働いてしまっている。ただしもちろん、そこで経験されるのはあくまで「他の」自我で

ある。自我であるという点で重なり合うからこそ、他の自我の他性がより先鋭的に際立つ。

逆に、自我と物はその芯において重なるところがないがゆえに、かえって物は鋭い他性を

欠くのである。 

 このような他の自我との関係をフッサールは、他なる自我との「相抗う統一」

（Widerstreitseinheit）とも呼んでいる。「他なる自我は、私との合致のうちにある。すなわ

ち、私との相抗う統一のうちにある。［…］二つの他なる主体がいるとき、私はいずれの
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主体にも私自身を『置き入れ』、あたかも彼の作用を遂行し、彼の体験を体験するかのよ

うである。ここで［様々な主体を］比較することは、それぞれの主体と私との合致によっ

て媒介されているのである」（Hua XIV, 143）。それゆえフッサールは、「比較は合致にも

とづく」という。主体と主体とを比較して、はじめて合致が確かめられるのではない。一

切の比較に先立って、われわれは主体同士の重なり合いを生きてしまっているのであり、

それにもとづいてはじめて、諸々の主体を客観的に比較することも可能になるのである9。 

 自我と他者がまずあって、それからそれらが（比較されうるような）関係に入るわけで

はない。重なり合いつつ互いにはじき出し合う「相抗う統一」こそ、自我と他の自我との

原関係であり、いわばこのきわめて密度の高い特異点から逃れ出る仕方でのみ、自我は「自

らに固有のもの」を安定した仕方で確保することができる。だが、そのようにこの原関係

から逃れ出ながらも、自我は自らの中心あるいは源泉を、この原関係の内にもたざるをえ

ない。「自我である」ということは、自体的で無媒介的な出発点ではなく、この原関係に

よって媒介されてのみ成立する。 

 晩年のフッサールは、「原自我」（Ur-Ich）という標題のもとに、このような原関係を「志

向的変様」という動的出来事そのものとして探究しようとした10。ここではもはや詳述する

ことができないが、「自我」と「間主観性」と呼ばれるものもまた、「それ自体」として

端的に成り立っているようなものではなく、ある特別なタイプの「媒介」を言い表すもの

として解釈されうることが、示唆されえたのではないかと思う。 

 〈まず多数の自我が存在し、次いでそれらの自我が互いに関係し合い間主観性を形成す

る〉のではない。むしろ間主観性という媒介的事態こそがより基本的な事態であり、この

媒介的事態から抽象的に分離する仕方でのみ、孤立的な自我を想定することができる。そ

のような諸々の自我が自立的に存在するかのようにわれわれに思わせているのが、間主観

的媒介の働きである。しかし、間主観性それ自体は媒介の働きにすぎないから、いかなる

実体的存在も持ち合わせていない。自我が自立的にあるように思われるとき、そこにはす

でに間主観性が媒介として働いているが、間主観性は媒介にすぎないから、それ自体を捉

えようとしても何も捉えられない。だからこそ余計、自我の方が自立した存在であるかの

ように見えてくる。しかし、「完全に孤立した自我」が抽象的にしか思考不可能であるこ

とも明らかである。自我的主体が現実に見出されるのは、いつもすでに具体的な間主観的

関係においてである。いかなる実体的根源も根底に置くことなく、自我と他の自我とを、

その重なり合いと響き合いという生き生きした動的媒介から考えることが要求されている。

現象学的な思考法を徹底するなら、自我と間主観性に関しても、そのような媒介論的な捉

え方に至らざるをえないように思われる。 

 

 

                                                   
9 以下も参照。「他なる主体は、もしそれがそもそも私に与えられているとすれば、ただ合致におい

てのみ与えられているのであって、私はわざわざ比較する必要などない」（Hua XIV, 143）。 
10 拙著 2010, 第六章参照。また、少し別の角度からではあるが、後期レヴィナスがこうした原関係

をどう描いているかを、拙論 2012 で論じているので、参照されたい。 
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７．結語 

 

 以上、きわめて雑駁な内容ではあるが、現象学で語られてきた様々な概念から、隠れた

実体性を払拭し、それらを「媒介」の言語で語り直していく可能性について論じてきた。

そのような可能性を、少なくとも議論の俎上に載せえたとすれば、本稿の意図はある程度

果たされたことになるだろう11。 
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病みつつ在るということ 

―人間学的精神病理学を超えて― 

 

野間 俊一（京都大学） 

 

 

１．操作主義と人間学 

 

 精神医学はつねに固有の困難を抱えている。それは、「病める人を救う」というきわめ

て実践的で社会的にも責任ある学問であるにもかかわらず、「精神」という実体なき対象

を記述し、分類し、評価し、そしてそれに働きかけなければならないという困難である。 

 精神医学の社会的使命を優先するなら、つまり、なぜこの人を精神疾患であると判断し、

なぜこの治療法を選択したかという根拠を明確に示すためには、「精神」を把握する方法

論は客観的で明晰なものでなければならない。このような方法論を追求したのが、現代の

精神医学実践においては欠くことのできない「操作的診断法」である。アメリカ精神医学

会の策定した診断の手引き書である「DSM（Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders）」

が第 3 版（1980）1においてこの診断法を前世紀終盤に導入してから一気に全世界の精神医

学に普及され、昨年には第 5 版（2013）2が刊行された。操作的診断法は、ヨーロッパを中

心とする世界保健機関（WHO）の策定した「ICD（International Statistical Classification of  Diseases 

and Related Health Problems）」3でも使用されている。これらは、ある疾患名に対していくつか

の項目が並べられ、そのうちいくつ以上の項目を満たせばその疾患であるとみなしてよい、

という一定の「手順＝操作」によって診断へと導く手法である。これによって、診断する

者の経験の深浅や専門性の有無に左右されることなく、誰もが正しい診断へとたどり着く

ことができる、という信念からこの診断法の開発が押し進められたのである。  

 もっともこの診断法が開発された当初から、いくつかの危惧が表明されていた。操作的

診断法では客観性を保証する「再現性」が重んじられたため、明確に捉えることのできな

い微細な特徴（例えば、統合失調症患者特有の対人接触の“硬さ”、など）は除外されて

いることから、疾患の一面しか捉えられないのではないか、あるいは、発症メカニズムに

ついての仮説（例えば、不安障害は無意識における心理的葛藤に由来する、など）を排除

したために疾患理解が平板になるのではないか、といった危惧である。これらの危惧はた

                                                   
1 American Psychiatric Association (1980): Diagnostic and Statistical Manual of  Mental Disorders, 3rd edition: 

DSM-III. Washington DC.（高橋三郎ほか訳（1982）：DSM-III ―精神障害の分類と診断の手引．医

学書院．）  
2 American Psychiatric Association (2013): Diagnostic and Statistical Manual of  Mental Disorders, 3rd edition: 

DSM-5. Washington DC. （高橋三郎ほか訳（2014）：DSM-5 ―精神疾患の診断・統計マニュアル．

医学書院．）  
3 World Health Organization (1992): The ICD-10 Classification of  Mental and Behavioural Disorders: C linical 

descriptions and diagnostic guidelines. Geneva.（融道男、中根ほか監訳（1993）：ICD-10 精神および行動の

障害 ―臨床記述と診断ガイドライン．医学書院．）  
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しかに的を射ているのだが、じつは操作的診断法はまさに微細な特徴や発症仮説を確信犯

的に排除することを目的として登場してきた。20 世紀の精神医学は、生物学的な精神疾患

の解明が期待されたほどには進まず、臨床での経験則に基づいて診断を下し治療を行うこ

とが日常となっていたのだが、このやり方を採り続ける限り精神医学は自然科学の一員に

はなりえず、実証研究を進めることができないと判断された結果、臨床上の「危惧」には

目をつぶり、曖昧さや仮説を徹底して排除する手法として登場したのが操作的診断法なの

である。とくに当時のわが国において、操作的診断法擁護派から批判の矛先を向けられた

のが、いわゆる「人間学的精神病理学」だった。  

 人間学的精神病理学とは、精神疾患を人間固有の苦悩の表現と理解する立場から精神疾

患の解明を試みる学問である。18 世紀のピネル（Pinel Ph 1745-1826）に端を発するフラン

スの啓蒙主義的精神医学へのアンチテーゼとして 19 世紀にドイツに登場したロマン派精

神医学、つまり、精神疾患の原因を不信心や冒涜に伴う罪責感に求め精神療法を重視した、

思弁的・神秘主義的趣きを湛
たた

えた精神医学にその源流を認めることができるが、現代的な

意味での人間学派は「統合失調症／精神分裂病 Schizophrenie」の命名者であるブロイラー

（Bleuler E 1857-1939）に始まったと考えていいだろう。彼は、20 世紀初頭にクレペリン

（Kraepelin E 1856-1926）によって整理された精神医学体系を踏襲しながらも、やはり当時

話題になっていたフロイト（Freud S 1856-1939）の心理学を取り入れ、例えば統合失調症

の重要な特徴として「自閉 Autismus」や「両価性 Ambivalenz」に着目するなどして、精神

疾患をより深く理解しようと試みた。  

ブロイラーの人間学的姿勢は、さらに弟子のミンコフスキー（Minkowski E 1885-1972）

やビンスヴァンガー（Binswanger L 1881-1966）によって引き継がれたが、ミンコフスキー

はベルクソンとフッサールに、ビンスヴァンガーはハイデガーに深く影響を受けているこ

とからも、人間学的精神病理学に現象学が深く関わっていることがわかる。とくにビンス

ヴァンガーはハイデガーの現存在分析論を精神医学に積極的に導入し、精神疾患患者を世

界内存在としての現存在とみなしたうえで、患者の経験してきた生活史を克明に分析する

ことによってその現存在構造を明らかにしようとする「現存在分析（Daseinsanalyse）」と

いう手法を編み出し、20 世紀半後半の精神医学に多大な影響を与えた。ビンスヴァンガー

の影響下において、ブランケンブルク（Blankenburg W 1928-2002）は統合失調症患者の経

験のうちに「自然な自明性の喪失」という特徴を認め、このような統合失調症性疎外と現

象学者が自然的態度をエポケーする際の抵抗との類似性を指摘し、わが国の木村敏（1931- ）

もまた、二者が出会うとき西田のいう純粋経験の相においては自他未分の事態があってそ

こから自他が分離してくると考え、統合失調症患者ではこの「個別化原理」が危機に陥る

ことでさまざまな病的体験が生じると説いた。人間学の立場をとるいずれの論者において

も、まずは患者自身の経験を純粋に記述するところから出発し、その経験の背後にある超

越論的次元において疾患固有の病理構造が探究しうるという立場をとっていることがわ

かる。彼らは精神疾患患者を、たまたま「精神症状をもった患者」とみなすのではなく、

「精神疾患を携えながら生きる人間」として理解しようと試みたのである。  
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２．人間学の限界と可能性 

 

 人間学的精神病理学はけっして単なる思想的立場なのではなく、20 世紀のさまざまな精

神医学的知見を根拠として発展してきた。  

 ひとつには、個々の精神疾患に罹患する以前の病前性格が各疾患に特有であるという経

験知である。とくにクレッチマー（Kretschmer E 1888-1964）は体格と気質と疾患に関連が

あると説き、当時の精神医学に大きな影響を与えた。もうひとつは、精神疾患患者に出会

ったときにうける印象が疾患固有のものであることから、「治療者が患者に対して抱く印

象を手がかりに診断を下しうる」という考えが 20 世紀の臨床精神医学には根強くあり、「印

象診断」「感情診断」「直観診断」と呼ばれてきた。リュムケ（Rümke HC 1893-1967）が提

唱した、統合失調症患者特有の印象を意味する「プレコックス感」は有名である。いずれ

も、世界内存在としての患者の存在態勢が、患者の気質や体格とも関係し、現在の他者と

の出会いにおいても顕になると考え、人間学的考察の論拠となったのである。  

 しかし、精神疾患に特有の存在態勢がありそれが気質や体格に結びついているという一

元的な見方は、現代においても果たして説得力をもちうるだろうか。やはりそこには私た

ち人間という生物がある統一的な生を生きているという信念のもと、その統一性が私たち

の生きる営みにくまなく反映されているとする生気論に彩られているといわざるを得な

い。これらの知見について未だ統計学的に実証はされていないし、直観診断についての議

論は臨床的妥当性について賛否さまざまである。  

 最も重要な問題は、統合失調症や躁うつ病（双極性感情障害）が病因不明であるため「内

因性精神病」と呼ばれ、20 世紀には内因性精神病が生物学的な病因が不明だからこそ人間

学的考察によってでしか疾患の本質に迫ることができないと考えられたことである。しか

し、今世紀に入って、たとえば統合失調症が複数の関連遺伝子からなる症候群であること

が示され、統合失調症患者の脳にはさまざまな形態学的および機能的異常があるとの知見

が積み重ねられた結果、精神疾患の本質を一元的に説明することに無理があると指摘され

るようになった。そうであるなら、人間学派はありもしない疾患の本質を追究していたと

いうことになる。  

 しかし、医学領域では「遺伝型（genotype）」と呼ばれる生物学的病因が多様であり、そ

れによる基本障害が多様であっても、その障害をもちつつ現在の環境に適合しようとした

り適合が破綻したりした結果、つまり環境との相互連関の結果、ある共通の「表現型

（phenotype）」を示すようになった一群を「症候群」とみなしうるとすれば、そのような

表現型についての本質を問う意義はあるのではないだろうか。そこには、さまざまな「部

分」としての病因が存在するだろうけれど、それを携えつつも一つの生命体、つまり人間

という「全体」として生きようとする姿がその疾患の特徴として示されると考えれば、狭

義の生気論とはまた違った意味で人間学的方法論を展開する余地があるように思われる。 
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３．解離の病理 

 

 ここで、解離という精神現象を採り上げよう 4。解離はかつて「ヒステリー」と呼ばれ、

状況に応じて心身にさまざまな症状を呈する病態であり、フロイトがその治療から精神分

析を創設したことは有名である。この病態に着目するのは、近年若者を中心にそれに悩む

人が増えているという理由からだけではない。紀元前 20 世紀のエジプトですでにこれと

類似の病態が記録されているし、さらに心身ともに健康な人であっても状況次第では誰で

もこの症状に見舞われうるような人類に普遍的な心理現象と考えられるため、病の表現型

の分析例として適切と思われるからである。  

 解離とは、記憶、自己同一性、感覚、身体運動といった心身の正常な統合が失われた状

態5を指し、具体的には、健忘（ある時間帯や期間の記憶の喪失）、遁走（突然意図せず旅

に出ること）、昏迷（刺激に対する反応の喪失）、トランス（憑依体験）、離人（自分がこ

こにいるという実感の欠如）、現実感喪失、人格交代（別の人物への豹変の反復）、麻痺、

けいれん、意識消失など、さまざまな症状をとりうる。解離症状が持続している病態を解

離性障害と呼ぶが、その患者には過去に虐待や暴行被害など心理的な外傷体験があること

が多く、自殺企図が高頻度でみられるのが特徴である。わが国の臨床場面では、2000 年前

後から解離症状を訴える人が増え、とくにそれまではあまり見られなかった解離性同一性

障害（多重人格、人格交代を主症状とする病態）の患者にしばしば出会うようになった。 

 このように解離症状は心身両面において多岐にわたり、医学的にはとりあえず「心身の

正常な統合が失われた状態」としか説明されていないのだが、個々の症状を細かく見てみ

るとある共通性に気づく。離人や現実感喪失では、現在の経験が自分自身の経験であると

いう生き生きとした実感が失われており、麻痺は運動や知覚についての能動性の喪失を意

味している。意識消失は現在の経験そのものの遮断であり、健忘は過去のある経験につい

ての想起不能、すなわち過去の経験の遮断といえる。トランス、解離性同一性障害、遁走

では、経験が自己所属感を失ったうえに自分とは異なる主体性によって自律的活動が現れ

る現象である。つまり、これらを総括すると、解離の中核病理を「経験の主体性喪失」と

言い表すことができるのである。  

 「経験の主体性喪失」という病理をさらに理解するために、解離症状がいかなるときに

生じやすいかを考えてみよう。最も多いのは、単純に驚いたときである。大きな物音や怒

鳴り声、あるいは救急車のサイレンをきっかけに意識を消失したりけいれんを起こしたり、

そこから人格が交代することもある。それ以外に、嫌な記憶を想起したときにも解離性の

発作は生じる。つまり、身の危険を感じたり、身の危険を感じた体験を想起したりしたと

きに解離症状が生じることが多い。クレッチマー 6は解離と同じ現象とみなしうるヒステ

                                                   
4 野間俊一（2012）：存在の解離 ―生命性をめぐる病理．（野間俊一：解離する生命．みすず書房．

所収）を参照．  
5 前掲書（注 3）．161 頁．  
6 Kretschmer E (1948): Histerie, Reflex und Instinkt . Georg Thieme Verlag, Stuttgart.（吉益脩夫訳（1961）：ヒ

ステリーの心理．みすず書房．）  
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リーについて動物の驚愕発作と同等の「原始反射」とみなし、その基本形を「運動乱発」

と「擬死反射」に求めた（訳書 16 頁）。つまり、錯乱して暴れまわるか死んだふりをする

かのいずれかが解離の基本型ということである。近年の解離では錯乱タイプはあまりみら

れず擬死タイプが多いのだが、これは心身の機能のフリーズ（凍りつき）と考えればわか

りやすいだろう。身体機能のフリーズは運動あるいは感覚麻痺であり、精神のフリーズは

意識消失や健忘である。そこからさらに人格が交代したり幻聴が聞こえたりといった産出

性症状が加わって、多彩な解離症状が形成されるのである。いずれにしても、解離症状は

身の危険を感じた際に現れ、その症状によって本人は危険そのものを回避するというより、

危険を経験することを回避することが可能になるのである。クレッチマーは、このように

ヒステリー（解離）症状が「危険の経験の回避」という目的を有すると同時に生物学的な

反応として生じることを「一つの観念傾向が本能的、反射的あるいはその他の方法で生物

学的に準備されている機制を利用する」（同上 13 頁）現象だと説明している。この「危険

の経験の回避」こそが「経験の主体性喪失」の背景にあると考えることができる。  

 このことは、解離性障害患者の多くが過去に心理的な外傷的体験をもっているという事

実によってより理解可能になる。解離性同一性障害患者の約 90％の人たちが小児期に虐待

やネグレクト（無視）といった経験をしている 7といわれているし、解離性健忘も一般に

圧倒的で耐え難い経験に引き続いて生じる 8。耐え難い経験を想起した際に解離が生じる

こともあるだろうし、過去の外傷体験のために刺激に対して過敏になり些細な刺激でも侵

襲的に感じれば、それに触発されて解離症状が生じる場合もある。多くの解離性障害患者

はつねに過去の外傷体験の再現に怯えているため、外傷を想起させる刺激に対してそれを

経験する主体性を抹消するかたちで苦痛を回避するためにさまざまな解離症状が生じる

と考えることができる。もっとも過去の外傷体験の既往がまったく認められない解離性障

害患者もたしかに存在するのだが、それでもやはりさまざまな理由から刺激に対する過敏

さをもっていて、つねに自分の存在が脅かされている恐怖を感じている点が共通しており、

やはり主体性の抹消によってその恐怖を回避しているのである。  

 ここで、多くの解離性障害患者の示すもう一つの特徴に着目しよう。それは、特有の親

しみのあるものからの離反と接近の反復という特徴である。解離性障害のある人の他者と

の関係は冷静で淡白な印象があるが、なんらかのきっかけによって一たび動揺すれば他者

に対して激しい感情をぶつけることが多い。とくに親を激しく責めて距離をとろうとする

ことがしばしばみられる。親を単に避けるだけではなく、激しい感情を伴いつつ「責める」

ことから、ここでも離反と接近の二重性を見て取ることができる。遁走や全生活史健忘で

は、「わが家」や「生まれ故郷」、さらには自分の「来歴」からの離反と理解することがで

きるが、やはりそれでも自分の過去を探ろうとするなど来歴に関心を示すことが少なくな

い。彼らが拒絶しながらも求める対象とは、「情緒的交流」「家庭」「親」「来歴」「祖先」「故

郷」といった、自分にとってかけがえのない、個人的に比類なき近しさを感じている対象

だといえる。  

                                                   
7 前掲書（注 2）．原書 294 頁．  
8 前掲書（注 2）．原書 299 頁．  



病みつつ在るということ（野間俊一） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.9 2015 

 

54 

 

これらの対象に共通しているのは、かつて自分自身がそれと一体であり、自己存在の起

源であって、自己が今はそこからすでに分離独立しているという意味で「過去」に属し、

そこには二度と戻りえないために「郷愁（ノスタルジー）」の感覚を伴うことである。「情

緒的な交流」や「家庭」は今でもそこに属しているものだが、自己を意識した時点でこれ

らの状況への安住は不可能となり、自己はこれらとは離れてしまう。このような性質をも

つ、解離性障害患者がそれに対して離反と接近を繰り返す諸対象に共通する因子を「家郷

性（Heimat）」9と呼ぶことにしよう。人はこれらの対象のうちに「家郷性」を認めるとき、

まさに同時に、自分の存在がそれによって無条件かつ全面的に承認されているという特別

な「安堵」の気分を抱く。外傷体験などのために環界からの刺激に過敏になっている解離

性障害患者は自己肯定の感覚が根本的に損なわれていることから、自分が存在するという

ことについての自明性が失われているため、「自己存在を承認する契機としての家郷性に

近づこうとする」ベクトルと「自己存在が飲み込まれ揺るがされる恐怖の契機としての家

郷性から離れようとする」ベクトルがせめぎ合うことになるのである。  

「経験の主体性喪失」と「家郷性に対する離反と接近」という特徴は、解離性障害とい

う一つの病態から抽出したものだが、じつは解離状態を呈する人すべてにみられる特徴と

考えることができる。解離状態は、環界刺激に対する過敏さに由来するため、統合失調症

や躁うつ病などほかの精神疾患にもしばしば合併し、健康な人にもみられる。そして、な

んらかの疾患を「病む」ということがそれまでの自明な日常の中断という外傷体験を意味

すると考えるならば、「病みつつ在る」ことを理解するうえで解離をめぐるテーマの考察

がなんらかの助けになるかもしれない。  

 

 

４．主体性と家郷性 

 

 解離状態において「経験の主体性喪失」と「家郷性に対する離反と接近」が認められる

ならば、「主体性」と「家郷性」とはどのような関係にあるのだろうか。  

 まず、「主体性」から考えてみよう。ここでの主体性とは、「私」が「対象」に対して「意

図的に関わる」ということを指しているわけではない。解離性障害患者は、ある経験につ

いて「自分のものとは思えない」（離人）、「あったこと自体思い出せない」（健忘）、「自分

が働きかけることはできない」（麻痺）と感じている。つまり、主体性の喪失とは、単に

対象に対して意図的に関与できないということを意味するのではなく、ある経験を自分の

ものとして生き生きと自然に感じることができないのである。逆にいえば、主体性とはそ

の経験が自分のものであるという生き生きとした自然な感覚のうちにある特徴といえそ

                                                   
9 筆者は以前同じものを「ハイマート」とカタカナ表記で示してきたが、ここでは意味内容の伝わ

りやすさを考えて「家郷性」と漢字表記とした。野間俊一（2006）：身体の哲学  ―精神医学から

のアプローチ．講談社選書メチエ．野間俊一（2012）：身体の時間 ―＜今＞を生きるための精神

病理学．筑摩選書．および、前掲書（注 4）を参照．ちなみに、「Heimat」の訳語としての「家郷」

という表記は、以下の書物から援用した。小林敏明（2014）：風景の無意識  ―C・D・フリード

リッヒ論．作品社．  
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うである。対象がまさにそこに生き生きとあり、過去の事象をありありと思い浮かべるこ

とができ、自分の体が生々しくここにあり、自分の体を自然に思うとおりに動かすことが

でき、周囲のさまざまな刺激を感じることができる、そしてこれらすべてから成り立って

いる世界全体が生き生きと感じられる、そのような事態のうちに主体性があるのではない

だろうか。このように世界を経験しているのが「私」ではなく、誰でもない「何ものか」

であるがゆえに「主体性」が感じられるという逆説が生じているのである。  

 このような「（誰でもない）何ものか」という主体を考えるうえで、ハイデガーが『存

在と時間』10のなかで「世界の存在」についての議論が参考になるかもしれない。ハイデ

ガーは、「世界は存在者を規定していて、それらが、出会ったり、発見された存在者とし

てその存在において現れてきたりすることができるのも、実はひとえに世界が「与えられ

ている（es gibt）」からなのである」（原書 72 頁）と論じているが、「世界を与える」の主

語である非人称の「es」こそが、経験のうちに主体性を感じる際の経験主体なのである。

「es gibt」は一般には「存在する」ことを意味するが、ハイデガーがこの表記を用いるの

は個々の存在者が「存在する」というときではなく、「世界がある（与えられている）」「存

在がある（与えられている）」（同上 212 頁）というように「世界」や「存在」の存在を示

すときのようである。つまり、ある経験について自然な「主体性」が感じられるのは、そ

の経験における個々の存在者の存在が自然に「与えられて」おり、すなわち世界が自然に

「与えられて」いる場合ではないだろうか。  

 次に、「家郷性」についてみてみよう。家郷性とは、情緒的交流、家庭、親、来歴、祖

先、故郷のように、自己の起源に関係し郷愁を伴った特有の親しみを感じさせる対象に本

質的に付随している性質であり、それを感じることで自分の存在が無条件かつ全面的に承

認されているという感覚を抱く。つまり、家郷性という対象の側に属するはずの性質が自

己存在を保証するという構図が成立している。  

 よく知られているとおり、ハイデガーもまた「故郷」について論じている。ハイデガー

は『ヒューマニズムについて』11のなかで、「存在は、人間の存在へと身を開きそこへと没

入するありさまの企投のなかでこそ、みずからを開き明るくする」（訳書 74 頁）一方、企

投は本質的に被投的な企投であるために、「存在が、存在へと身を開き‐そこへと出で立

つあり方のうちへと、人間を送り届ける」（訳書 75 頁）と説くのだが、近年（1947 年当時）

このような「存在の近さ」は「つねにただ存在者に対してのみ考察を加え働きかける」（訳

書 78 頁）生活のなかで忘れ去られているという。そして、存在の近さをヘルダーリンに

倣って「故郷（Heimat）」と呼び、近代的人間の「存在忘却」としての「故郷喪失

（Heimatlosigkeit）」を嘆くのである（訳書 76 頁）。 

 ハイデガーのいう「故郷」は存在の近さであり、そこでは存在が明るみに出ると同時に、

人間もまた現存在として明るみに出る。極端な単純化ではあるが、「故郷」において存在

                                                   
10 Heideggger M (1926): Sein und Zeit. Max Niemeyer Verlag, Tübingen.（細谷貞雄訳（1994）：存在と時間 

上・下．ちくま学芸文庫．）  
11 Heidegger M (1947): Über den Humanismus. Francke, Berne.（渡邉二郎訳（1997）：「ヒューマニズム」に

ついて．ちくま学芸文庫．）  
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一般と現存在が同時に明るみに出るのである。対象の存在と自己存在が同時に成立すると

いう構図は、対象の存在によって自己存在が保証されるとした先ほどの私たちの「家郷性」

の議論にも繋がる。ここで、「家郷性とはじつはすべての存在者の存在に内在する、現存

在を保証する因子」であり「それが表に現れるのは、情緒的交流、家庭、親、来歴、祖先、

故郷といった特定の対象を経験したときだけである」と考えれば、私たちの「家郷性」と

ハイデガーのいう「故郷」とは本質的な点で関連があることがわかる。いずれも、存在者

の存在と人間の現存在とを同時に明らかにする因子であり、日常の生活においては通常は

隠されているのである。  

 すなわち、解離状態における「経験の主体性喪失」とは、「現存在にとって存在者の存

在が自然に与えられていない」事態なのだが、そうであるがゆえにしばしば特定の対象を

経験する際に「日常においては隠されているはずの存在者の存在が不自然に露呈され自己

存在が揺らぐ」事態が「家郷性に対する離反と接近」をひき起こしていると考えることが

できる。いいかえれば、家郷性とは「あらゆる存在において通常は表に現れないというか

たちでつねにその存在を現存在にとってそのようにあらしめるような」因子なのではない

だろうか。 

 

 

５．非本来性の自覚としての精神疾患 

 

 『ヒューマニズムについて』の「故郷喪失」という概念は、『存在と時間』での「頽落」

を引き継いでいると考えていいだろう。ハイデガーが『存在と時間』のなかで、世間に支

配され（原書 126 頁）おのれ自身として存在しない（同上 176 頁）ような非本来的な日常

性の存在の根本的様相を現存在の頽落と呼んだ（同上 175 頁）ことに照らせば、本来の存

在を忘れ存在者にのみ関わりあう「故郷喪失」というあり方はまさに頽落である。私たち

の「家郷性」が存在者の存在と人間の現存在を同時に明らかにする因子であるとするなら

ば、「家郷性」が表に現れることなく、ことさら周囲のものの存在についても自分の存在

についても顧慮することなくすごしている日常もまた「非本来的」な姿ということになる。 

 それでは、「家郷性」がつねに生きるテーマとなっている解離性障害患者が「本来的」

な生き方をしているということになりそうだが、苦悩を回避しつつやはりその苦悩に翻弄

されている解離性障害患者の生き方が本来的とはいえないだろう。それでは、精神疾患と

本来性の関係とはどのようなものなのだろうか。  

 精神疾患と本来性の関係について、精神病理学者木村敏の興味深いエピソードがある 12。

木村がハイデガーの自宅に招かれた際に精神病者について話題になり、ハイデガーが精神

病患者、特に統合失調症患者の生きかたを、基本的に「非本来的」で「頽落」したありか

たであると断じ、それをむしろ患者が本来的な実存を求める絶望的な努力の現れとみよう

                                                   
12 1969 年、木村がドイツ留学中にハイデガーの 80 歳祝賀会に辻村公一とともに参加し、その一ヵ

月後に辻村、大橋良介とともに、フライブルクのハイデガーの自宅に招かれたという。木村敏

（2010）：精神医学から臨床哲学へ．ミネルヴァ書房．170 頁．  
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とする木村の意見には容易に賛成しなかったとのことである。木村は、「本来的」が自己

固有という意味であることから、自己を失った患者はたしかに「非本来的」ではあるけれ

ども、自己の固有性を、すなわちその本来性を回復しよう悪戦苦闘しているのだと主張し

ている。健康な者は日々「非本来的」で「頽落」したありかたで何も問題を感じないが、

「頽落」に甘んじることができないのが精神病者だと言い換えることもできるだろう。彼

らは通常は気づくことのない「非本来性」の苦悩に晒されているのである。  

 木村と同時代の精神病理学者であるブランケンブルクにも同じような視点がある。ブラ

ンケンブルク13は、現象学者が「エポケー（判断停止）」という態度変更の際に特有の抵抗

に出会い、その抵抗によって現存在が生活世界に根をおろしている仕方を知ることができ

るのだが（訳書 111 頁）、自明性が疑わしくなっている統合失調症患者は自明性を回復し

自然に生きるために現象学者のエポケーと類似の抵抗を日々経験している（同上 115 頁）

のだと主張した。かなり乱暴ながら、「超越論的‐自然的」の対概念と「本来的‐非本来

的」の対概念の構造的相似性に着目すれば、統合失調症者では自然的態度が失われている

とするブランケンブルクの主張と非本来性に苦悩していると説く木村の主張には共通性

がみられる。  

 統合失調症は精神病、解離性障害は神経症に分類され、まったく異なった病態だと理解

されているが、自己の自己性が問題になっているという点で共通している。私たち健常者

が日常において「存在」のテーマを忘却して生きているのに対して、統合失調症患者も解

離性障害患者も、つねに自己存在と周囲世界における存在について苦悩しているというこ

とになる。この苦悩を「経験の主体性喪失」というかたちで回避しようとしながらも「家

郷性に対する離反と接近」として苦悩が顕在化したものが解離性障害であり、苦悩につね

に晒されているのが統合失調症だといえるかもしれない。 

 解離の概念をさらに広げて、傷つき体験と関連して誰にでも生じうる精神現象であると

みなすならば、まさに傷つきによって自己存在の自明性が揺らぐとき、「家郷性」という

因子に対して過敏になり、それを意識させる対象といかに関わっていくかという点につい

て苦悩することになる。この苦悩は、私たちが通常忘れてしまっているような自己の存在

の意味や自己と外界の本質的なつながりを想起させてくれる契機になる可能性があるの

である。 

 

 

６．現代において存在するということ 

 

 本稿ではまず、「病みつつ在る」ことのありかたに着目した人間学的精神病理学の姿勢

の今日的な再評価を試みた。すなわち、前世紀の人間学派が疾患の本質を追求し、あわよ

くば生物学的知見との共存を試みたが、最新の生物学的研究の成果が精神疾患の本質論に

                                                   
13 Blankenburg (1971): Der Verlust der natürlichen Selbstverständlichkeit: ein Beitrag zur Psychopathologie symptomarmer 

Schizophrenien. Enke F, Stuttgart.（木村敏ら訳（1978）：自明性の喪失 ―分裂病の現象学．みすず書

房．） 
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否定的であることから、新たな人間学が求められると考えられた。その可能性として、表

現型の本質、つまりその人が今ここでそのように生きていることの本質を追求する人間学

を試みたのが本稿である。  

そこでとりあげたのが、近年よくみられるようになった解離という精神現象である。解

離が傷つき体験と関連していることから、解離の考察はたんに解離性障害という一疾患の

考察に留まらず、期せずして「病みつつ在る」ことそのものの考察にもつながった。そし

て、「病みつつ在る」というありかたにおいて、あらゆる存在に内在しそれとしては表に

現れないかたちで私たちの経験の自然な主体性を保証していると同時に私たち自身の存

在をも保証している「家郷性」という因子が顕わになることをみてきた。  

 現代は、大量の情報に晒され日々状況は激変し、その目まぐるしい日常のなかで無数の

傷を負いながらもそれを自覚することもなく、さまざまな状況に応じたかりそめの自己を

作りながら生きることを余儀なくされている。自分の存在について振り返ることもなく、

むしろ自分の存在を消すことで傷の痛みを消し去りながら生きながらえているともいえ

る。まさに、解離することで命をつないでいるのである。それはけっして自然なことでは

なく、しばしば「家郷性」という存在の問いを突きつけられ動揺することになるのだろう。  

 現代をよりよく生きるためにも、折に触れ自分の存在の「故郷＝ルーツ」に思いを馳せ

てみることも悪くはないのかもしれない。  

 

 

 

Shun'ichi NOMA   

Being while suffering  

― the possibility of  anthropological psychopathology  
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カテゴリー的直観と時間性 

―ハイデガーにおけるフッサールの志向性受容― 

 

                          若見 理江（京都造形芸術大学） 

 

 

 フッサールからハイデガーへの影響を考えるうえで重要なものの一つが「カテゴリー的

直観」である。ハイデガーは、しばしばフッサールが『論理学研究』（1900/01 年）第 6 研

究で扱ったカテゴリー的直観によって自分の「存在の問い」が喚起されたことを語ってい

た。しかし、オーアゴーは、フッサールの「構成」とハイデガーの「存在了解 Seinsverständnis」

との連関を指摘する一方1、タミニオー2、エーヴリンゲ3、渡邊4の研究を参照したうえで、

カテゴリー的直観がハイデガーに着想を与えたとは言えても、存在の問いへの影響はほと

んどないとして連関を否定している。その理由として挙げられるのが、フッサールが扱っ

ているのは繋辞の存在「である」であり、ハイデガーが扱っている「存在様態」とは異な

っているということ、そしてハイデガーの存在は「理解」されるものであって「直観」さ

れるものではないということである5。  

こうした否定的な見方に対し、本稿では「時間性」に注目することによって、カテゴリ

ー的直観と『存在と時間』（1927 年）における存在の問いとの連関を考えてみたい。ハイ

デガーは 1925 年夏学期講義『時間概念の歴史への序説』で、カテゴリー的直観を「志向

性の〔…〕根本構造の具体化」（GA20, 98-99）と特徴づけ、「志向性」や「カテゴリー的直

観」を考察することによって「時間」が現象学的に見えてくると述べている（GA20, 34）。

そして『存在と時間』では、「直観」は開示性の一つである「理解」の派生態として位置

                                                   
ハイデガーとフッサールからの引用は下記の略号を用い、頁数を記した。全集版は巻数と頁数で

表している。イタリックによる強調は傍点で示し、ゲシュペルトによる強調の表示は省略した。  

 
Martin Heidegger 

SZ: Sein und Zeit, Tübingen: Max Niemeyer, 17. Aufl., 1993. 
GA: Gesamtausgabe, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann. 

 
Edmund Husserl 

Hua: Husserliana, Gesammelte Werke , Den Haag: Martinus Nijhoff, Dordrecht/Boston/London: Kluwer 
Academic Publishers, Dordrecht: Springer. 

 
1 Søren Overgaard, Husserl and Heidegger on Being in the World , Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic 

Publishers, 2004, p.167. 
2 Cf. Jacques Taminiaux, “Heidegger and Husserl’s Logical Investigations: In Remembrance of  Heidegger’s 

Last Seminar (Zähringen,1973),” in : Dialectic and Difference: Finitude in Modern Thought , ed. and trans. by James 
Decker and Robert Crease, Atlantic Highlands, N. J.: Humanities Press, 1985, pp.91-114. (“Remarques sur 
Heidegger et les « Recherches logiques » de Husserl,” in: Le regard et l'excédent , La Haye: Martinus Nijhoff, 1977, 
pp.156-182.) 

3 Cf. Einar Øverenget, Seeing the Self: Heidegger on Subjektivity,  Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic 
Publishers, 1998. 

4 Cf. Jiro Watanabe, “Categorial Intuition and the Understanding of  Being in Husserl and Heidegger,” in : 
Reading Heidegger : Commemorations, ed. by John Sallis, Bloomington: Indiana University Press, 1993, pp.109-117.  

5 Overgaard, Husserl and Heidegger on Being in the World , p.80n. 
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づけられ（SZ, 147）、「理解」は時間性の「将来」に帰属させられている（SZ, 336）。さら

に、ハイデガーは、時間性から繋辞の「である」を解明することも予定していた（SZ, 349, 

360）。時間性に注目し、カテゴリー的直観が『存在と時間』にどのように取り入れられて

いるかを考察することによって、存在の問いとカテゴリー的直観との連関が明確になるだ

ろう6。 

また、このことによって、カテゴリー的直観にとどまらず、フッサールの現象学とハイ

デガーの存在の問いとの連関について考えることができるように思われる。1925 年の講義

でハイデガーは、『イデーン I』（1913 年）の「純粋意識」に言及しつつ、フッサールが「志

向的なものの存在」を問うことをせず、したがって「存在」を看過していることを指摘し

ていた（GA20, 157）。しかしまた、こうした否定的な評価とは反対に、ハイデガーは 1923/24

年冬学期講義『現象学的研究への入門』では、「志向性のこの発見とともに
．．．．．．．．．．．．

、哲学史全体
．．．．．

の
．
なかではじめて徹底した存在論的研究のための道が
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

表明的に
．．．．

与えられる
．．．．．

」（GA17, 260）

と述べている。つまり、フッサールによってはじめて「存在」を問うことができるように

なったのだが、フッサール自身は「存在」を問うことはなかったという、ハイデガーの両

義的な見方がある。フッサールは『論理学研究』以後カテゴリー的直観を主題化しなくな

るが、しかし志向性に受動的な側面を見出し、また時間について考察を深めていった。ハ

イデガーが言うように「志向性」と「存在」が結びついており、そして「存在」が「時間」

から考えられるのであれば、『論理学研究』以後のフッサールにおいても、あるいは『論

理学研究』以上に「存在」が問われていると言えるのではないだろうか。  

 

 

１．感性的直観・カテゴリー的直観・普遍的直観  

 

フッサールのカテゴリー的直観が『存在と時間』にどのように取り入れられているかを

考えるために、まずは第 69 節の注が手がかりになるように思われる。ハイデガーは次の

ように述べている。  

 

すべての認識は「直観」をめざすというテーゼは時間的意味をもっている。すなわち、認識す

ることはすべて現在化すること Gegenwärtigen である。〔…〕7 フッサール
．．．．．

は感性的知覚を性格づ

                                                   
6 ダールストロームは、ハイデガーにとっては「存在」だけでなく「時間」もカテゴリー的直観と

類比的であることを示唆して、その注で次のように述べている。「カテゴリー的直観のようなもの

が、ハイデガーの時間の概念において働いているとすれば、それは彼とフッサールとのあいだの

もう一つの相違を示しているだろう。フッサールにとっては、時間は感性的直観でもカテゴリー

的直観でもない」（Daniel O. Dahlstrom, Heidegger's Concept of  Truth, Cambridge: Cambridge University Press, 

2001, p.92n.）。時間においてカテゴリー的直観が働いているのではなく、むしろカテゴリー的直観

および感性的直観を可能にしているものが「時間」であるというのが本稿の立場である。  
7 後には次の文章が続く。「いかなる学も、それどころか哲学的認識さえも、現在化することをめざ

すかどうかは、ここではまだ未決定にしておく」。ここで言われていることをハイデガーは「テン

ポラリテート」の問題として取り上げる予定であった。1927 年の講義では「存在者の対象化」と

ともに「存在の対象化」という表現が使われている（GA24, 398-399, 466）。  
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けるために「現在化する」という表現を用いている。〔…〕8 知覚および直観一般の志向的分析

が、現象をこのように「時間的」に特徴づけることを容易にしたにちがいない。「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、またどのように基づいている
．．．．．．

かということは、

次の篇で示されるだろう9。（SZ, 363 Anm.）   

 

ここでは、認識に見出される性格として「直観」と「現在化」が関連づけられ、「現在化」

という時間的性格から「志向性」と「時間性」との連関が示されている。しかし、言及さ

れているのは、感性的直観が関わる感性的知覚であり、カテゴリー的直観については何も

言われていない。このことは一見奇妙に思えるが、ハイデガーは 1925 年の講義のカテゴ

リー的直観を主題とした箇所の最初で「直観」を「有体的に leibhaftig 目の前に見出される

ものを、それがそれ自身を示すがままに端的に把握すること」（GA20, 64）と定義し、「直

観」にこれ以上の意味を加えてはならないことを強調していた。直観による「充実化」は

「存在者をその直観的内実において現在的にもつこと Gegenwärtighaben」（GA20, 66）を意

味しており、カテゴリー的「直観」もまた「現在化」の性格をもつと考えられる。しかし、

感性的直観とカテゴリー的直観とはどのような関係にあるのだろうか。  

 1925 年の講義では、カテゴリー的直観の説明に入る前に、感性的知覚における単純性の

性格が取り上げられている。ハイデガーは、フッサールが感性的知覚を「端的な schlicht

知覚」（Hua XIX/2, 676）とも呼んでいることを受けて、知覚の性格を次のように説明して

いる。「端的であるということは
．．．．．．．．．．．

、後からようやく統一を設立する
．．．．．．．．．．．．．．

、段階づけられた作用
．．．．．．．．．

がないということである
．．．．．．．．．．．

」（GA20, 82）。感性的知覚において、対象はいつも特定の側面か

らしか見ることができず、したがって「射映」という仕方でしか示されない。しかし、そ

の対象をさまざまな方向から見ることで、射映の移り変わりのなかに連続する同一の対象

の知覚を遂行することができる。このとき知覚の継続は追加的に組み立てられているので

はなく「一つの
．．．

作用段階」（GA20, 82）にあり、対象は一つの同じものとして経験されて

いる。フッサールは、事物の「自同性 Selbigkeit」の性格を「同一化の統一」と呼び、「同

一化の〈作用〉の統一」からはっきりと区別する（Hua XIX/2, 678）。ハイデガーはこのよ

うな「同一化的充実化」（GA20, 67）の働きに注目するのである。  

「同一化的充実化」はフッサールが「明証」と呼んでいるものであり、フッサールは「現

在的」という言葉を使い、次のように説明している。「対象的なものがまさにそれが志向

されているように実際に
．．．

『現在的
．．．

gegenwärtig』であり、あるいは『与えられて
．．．．．

』いる。充実

を欠いているような部分志向は、もはやまったく含まれていない」（Hua XIX/2, 647）。た

しかに、感性的知覚においては射映という仕方で、つねに「充実を欠いている部分志向」

が属している。しかし、それにもかかわらず、感性的対象は一つの同じものとして端的に

ある。このような知覚の性格を、ハイデガーはフッサールの言葉を使って「知覚はその『対

                                                   
8 ハイデガーが引用に用いているのは第 1 版（1900/01 年）である。該当箇所として挙げられている

のは第 6 研究の第 37 節（Hua XIX/2, 646）と第 47 節（Hua XIX/2, 676, 677）の二箇所であるが、こ

の他にも次の箇所がある。Hua XIX/2, 590, 647, 672, 703. 
9 「次の篇」は、刊行されなかった『存在と時間』第 1 部第 3 篇「時間と存在」にあたる。  
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象を単純で直接的な仕方で』現在化する」（GA20, 82; vgl. Hua XIX/2, 677）と表し、フッサ

ールが感性的知覚の「段階づけられていない」という端的な性格によって「実在性」を規

定していることを指摘する（GA20, 82-83; vgl. Hua XIX/2, 680）。感性的対象とは実在的対象

のことでもあるが、ある対象が単純性において現れているということは、その過程で対象

を統一へもたらす作用が働いたということを意味している。この働きがカテゴリー的直観

の「綜合 Synthesis の作用」であり、これによって、現れてくる多様な相が一つの存在者に

属するものとして同一化されているのである。  

ハイデガーは「椅子は黄色である」という言明を例に、「椅子」や「黄色」という実在

的対象が綜合されて新たな対象性が形成される過程を次のように説明している。  

 

たとえば知覚される椅子 S において、すなわち統一的に知覚される事象の全体において、「黄色」

q を端的に取り上げること、椅子に即した一定の性質として色彩をこのように端的につかみ出す

ことは、「黄色」q を事物の端的な知覚のなかに以前には現前
．．

präsent しなかった契機としてはじ

めて現在的
．．．

にする。しかし q を S のなかに存在するものとして取り上げることは同時に、q をそ

れ自身のなかに含む全体として  S をそれ自身のなかで取り上げることを包括する。（GA20, 85; 

vgl. Hua XIX/2, 681, 強調は引用者による）  

 

「椅子」や「黄色」は感性的直観によって把握される感性的知覚である。これに対して、

「黄色であること」は感性的知覚に含まれておらず、見ることができない。これを充実す

るのがカテゴリー的直観であり、その綜合の作用によって、「椅子」の知覚に伏在してい

た「黄色」の契機が際立たされ、「椅子が黄色であること」という「事態 Sachverhalt」が分

節される。椅子を構成している「実在的なもの」（素材・形・重さ・色）は何の変化も受

けていないが、「事態」という「理念的なもの」を通して「実在的なもの」である椅子は

「黄色である椅子」として新しい対象性において示されるのである。このような全体と部

分の綜合だけでなく、対象 a と b のあいだに「a は b より明るくある」という関係を見出

す作用、またそこから「b に対して a が明るくあること」というように名辞化する作用、

対象 a, b, c…を「a と b と c」や「a または b」という仕方で捉え、新しい統一を形成する

「と」と「または」などによる綜合の作用があるが（GA20, 88-90; vgl. Hua XIX/2, 687-690, 

715）、いずれにせよ綜合の作用は、対象を新たな単純性において見えるようにする働きで

ある。感性的知覚とカテゴリー的知覚は別々のものではなく、一つの同じ作用の二つの側

面であり10、「好んで感性的知覚と呼ばれる端的な知覚もすでに、それ自身のなかにカテゴ

リー的直観が浸透している」（GA20, 81）。ハイデガーは、以上のような感性的知覚とカテ

ゴリー的直観の関係をフッサールの第 6 研究から学んだのである。  

だがハイデガーによれば、カテゴリー的直観にはさらに「普遍的直観」としての「理念

視 Ideation の作用」が属している。これは『論理学研究』の該当箇所では「理念化的抽象

ideierende Abstraktion」と呼ばれているものであり（Hua XIX/2, 690）、「綜合の作用」が個々

                                                   
10 Cf. Øverenget, Seeing the Self, p.41. 
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の具体的な知覚に依拠しているのに対し、「理念視の作用」は個々の具体的な知覚を土台

とするが、それに向かわず「普遍的なもの」を抽象して取り出す作用である（GA20, 90）。

たとえば「家」を見るとき、その形状や大きさや広さはさまざまであるにしても、私たち

は個々の家を個別化し、一つ一つ区別して見ているのではなく、それが一般的に「家」で

あることを端的に見ている。このように「家一般」や「色一般」といった「家」や「色」

の感性的直観に基づく抽象や、「色であること Farbigsein」という意味での「色彩 Farbigkeit」

のように感性的なものと混合したカテゴリー的抽象、そして「統一」や「数多性」や「関

係」のように感性的な領域を含んでいない純粋なカテゴリー的抽象がある（GA20, 95; vgl. 

Hua XIX/2, 713）。ハイデガーは、カテゴリー的直観に「綜合の作用」とともに以上のよう

な「理念視の作用」を見出すのである 11。 

しかし『論理学研究』では、理念視の作用も綜合の作用と同様に「カテゴリー的作用」

の一種であるが、理念視は「普遍的直観」として「カテゴリー的直観」から区別されてお

り、また『イデーン I』では「本質直観 Wesensschauung」と同一視されている（Hua III/1, 13）

12。つまり「普遍的直観」を「高次のカテゴリー的直観」と捉えることができるとしても、

フッサールにおいては別々の作用である。これに対し、ハイデガーにおいては、普遍的直

観もまた感性的直観とともに一つの「直観」としてカテゴリー的直観へと統合されている

のであり、この点において「ハイデガーのカテゴリー的直観」は「フッサールのカテゴリ

ー的直観」から区別されるのである。  

 

 

２．存在と存在者との区別 

 

では、カテゴリー的直観の二つの作用はどのように『存在と時間』に取り入れられてい

るのだろうか。ハイデガーは、アリストテレスを批判する文脈で、すなわち「言明」に関

して「あらゆるロゴスは、シュンテシス、つまり綜合であると同時に、ディアイレシス、

すなわち分割である」（SZ, 159）ことを見て取ったが、言明を綜合と分割として性格づけ

ているものをアリストテレスは問わなかったとして、次のように述べている。  

 

「結合 Verbinden」と「分離 Trennen」という形式的な構造で、より正確には、両者の統一で現象

的に言い当てようとしたものは、「或るものとしての或るもの etwas als etwas」という現象である。

                                                   
11 ベルネットは、ハイデガーによる感性的対象とカテゴリー的対象との接続に、フッサールからの

方向転換を見出している。Rudolf  Bernet, “Husserl and Heidegger on Intentionality and Being,” in: Journal 

of  the British Society for Phenomenology, 21(2), 1990, p.142. またダスチュールも、理念視の捉え方にハイデ

ガーの読解の特徴を見出している。Françoise Dastur, “Heidegger und die „Logischen Untersuchungen“,” 

in: Heidegger Studies 7, 1991, S.48-49. 
12 榊原哲也『フッサール現象学の生成  ―方法の成立と展開』東京大学出版会、2009 年、113-119

頁を参照。カーマンは、カテゴリー的直観とハイデガーの存在の問いとのあいだに関連を見出す

ことに否定的であり、「カテゴリー的直観」が後に「本質直観」となる点において、フッサールの

現象学とハイデガーの現象学との異質性を指摘している。 Taylor Carman, Heidegger’s Analytic: 

Inter pretation, Discourse, and Authenticity in Being and Time , Cambridge: Cambridge University Press, 2003, p.67. 
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この構造にしたがって、或るものは或るものへ向けて、つまり或るものと一緒に受け取られて

理解されるのであり、しかも、このように理解しつつ
．．．．．

verstehend つき合わせることが、解釈しつ
．．．．

つ
．

auslegend 分節しつつ artikulierend、一緒に受け取られたものを同時に解き分けるというように

理解されるのである。（SZ, 159）  

 

ここで、結合（綜合）と分離（分割）は「或るものとしての或るもの」に、したがって解

釈の「として」に帰属する現象と捉えられているが、フッサールもまた第 6 研究第 4 章で

「意味 Bedeutung」の統一性に関して、統一を妨げる「背反 Widerstreit」が、最初に見られ

ていた統一においては「分離 Trennung」の性格をもつが、新しい統一においては「結合

Verbindung」の性格をもつと述べていた（Hua XIX/2, 641）。たとえば、「黄色である」が際

立たされることによって「橙色である」やその他の色であることは分離される一方、「橙

色ではない」や「…色ではない」という仕方で結合して新しい統一を形成している。「結

合」と「分離」が取り上げられているのは第 6 章「感性的直観とカテゴリー的直観」以前

の箇所であるが、フッサールは第 5 章で、これまでの考察において知覚とは第一に感性的

知覚であり、直観とは感性的直観であったが、感性的直観によっては説明できない背反や

統一、綜合の直観を扱ってきたことに言及している（Hua XIX/2, 649）。つまり、フッサー

ルにおいても「結合」と「分離」はカテゴリー的直観の綜合の作用に伴う働きであり、ハ

イデガーはこうした「結合（綜合）」と「分離（分割）」の働きを「解釈 Auslegung」の「と

して Als」に帰属させたのである。  

しかし、ハイデガーにおいては、「この」や「と und」や「あるいは oder」などの諸々の

カテゴリーもまた、「或るものとしての或るもの」に即して「である」とともに「綜合」

され「分割」されるものとして捉えられており、或るものが「何か或るものとして」あら

わになるのは、「話 Rede」による「分節化」に基づいて、「理解 Verstehen」において解釈

の「として」が立ち上がり、そこから「意味 Sinn」が汲み取られるときである。ハイデガ

ーは、1925 年の講義で「家」の一般的な性格を「何として Als-was」と表しているが（GA20, 

91）、こうした「理念視の作用」は、『存在と時間』では「意味」が汲み取られるさいの「理

解」の働きに関係していると言える。つまり、「解釈（として）」（綜合）と「理解」（理念

視）は結びついていて切り離せない。ハイデガーは、普遍的直観をカテゴリー的直観に統

合し、「直観」を「理解」に捉え直したのであり、「現象学的『本質直観 Wesensschau』も

また実存論的理解に基づく」（SZ, 147）と考えた。『存在と時間』の設定では、綜合の作用

と同時に理念視の作用が働き、「意味」が統一されて汲み取られていることになるが、こ

の「意味」の統一が新たに実在的対象の単純性を成立させている。そして、「色であるこ

と」においては「色」という実在的な領域と混合した「である」という理念的な領域が、

「統一」や「関係」においては純粋に理念的なものが「意味」を通して観取されているの

である。 

ハイデガーは『存在と時間』で「意味」と「存在者」および「存在」との関係について

次のように述べている。  
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内世界的な存在者が現存在の存在とともに発見されているときには、すなわち、了解に至って

いるときには、私たちは、その存在者は意味
．．

をもつと言う。しかし、厳密に言えば、理解され

ているのは意味ではなく、存在者ないし存在である。意味とは、或るものの理解可能性が保た

れているところのものである。（SZ, 151）  

 

ある存在者が発見されていること、つまり「存在者の被発見性 Entdecktheit」は、理解の

企投によって「意味」が汲み取られて了解されていることと同じである。しかしこのとき、

「意味」そのものは注目されずに「意味」を通して「存在者」が理解されているのであり、

「存在者が理解されている」ということはまた「存在者がその存在において理解されてい

る」ということでもある。綜合の作用が働く前に端的に知覚されていた実在的（感性的）

対象「椅子（A）」も、綜合の作用を通じて「黄色である椅子」として新しい対象性におい

て構成された実在的（感性的）対象「椅子（B）」も、「存在者」という点では何の変化も

見られない。しかし A と B はたしかに異なっているのであり、ここに「存在者の被発見性」

から区別される「存在者の存在の開示性 Erschlossenheit」が、したがって「存在了解」が

関与している。「色であること」においては、「色」という「存在者」を含んでいるものの

「である」という「存在」のほうに焦点が当てられており、「統一」や「関係」において

は、もともと「統一」や「関係」の構造を見て取った「存在者」の領域が完全に捨象され

「存在」が注目されている。ハイデガーはフッサールの「構成」を「存在者をその対象性
．．．．．．．．．

において見えるようにする
．．．．．．．．．．．．

こと
．．

」（GA20, 97）と解し、「存在者の存在
．．

」に関わる働きとし

て捉えたのである。  

もっとも「この椅子は黄色である」という、ハイデガーがカテゴリー的直観を説明する

ために用いている言明は、『存在と時間』で解釈の「として」を基礎とする派生的なもの

として位置づけられており（SZ, 158）、両者は区別されなければならない。このような「存

在了解」の際立った転換を説明するためにハイデガーが用いるのが「手許性 Zuhandenheit」

と「眼前性 Vorhandenheit」という区別である。「手許性」は「するため Um-zu」という「指

示 Verweisung」において捉えられる様態であり、「眼前性」は、「指示」においてさしあた

り捉えられていない様態である。「この椅子は黄色である」ということも、たとえば、シ

ョーウインドーのディスプレイをしていて、そのために周囲の色彩とのバランスから、緑

色や青色ではなく黄色い椅子を求めてマネキンに座らせるような場合、命題的な「として」

ではなく解釈の「として」によって捉えられていると言える。そして「椅子」も「座るた

めのもの」あるいは「台になるもの」という指示をもっており、さらに「黄色である椅子」

として、「この場面に適したもの」という指示が汲み取られて新しく理解されている。「こ

の椅子は黄色（である）」という理解は、まずはこうした具体的な場面から取り出され、

そして「命題」へと変質する。「事物知覚」のような状態は「眼前性」に属するが、とは

いえ世界から切り離されているのではなく、理論的な主題化によって「存在了解」が変化

していることを意味している。椅子という「存在者」は、素材・形・重さ・色などにおい

て何も変わらないが、「存在了解」が変化することによって「手許存在者」（道具）ないし

「眼前存在者」として現れるのである。  
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ハイデガーは『存在と時間』で、このような「手許性」および「眼前性」に「実在性」

の性格を見出し（SZ, 211）、「存在者ではなく、存在が存在了解に依存していること」、そ

して「実在的なものではなく、実在性が気遣い Sorge に依存していること」を指摘する（SZ, 

212）。「存在者」は、フッサールにおいては「感性的直観」の対象となるものであり、「実

在的なもの」である。これに対し「存在」は「カテゴリー的直観」の対象であり、「理念

的なもの」である。それゆえ、ハイデガーにおいては、「理念的なもの」としてのカテゴ

リー的知覚と「実在的なもの」としての感性的知覚との区別は、「存在と存在者との区別」

へ展開されていると言えるだろう。しかし〈実在的なものと理念的なもの〉の関係がその

まま〈存在者と存在〉の関係へ置き換えられているわけではなく、存在者を存在者として
．．．．．．

捉えること、つまり「実在的なもの」の「実在性」にも、また「事態」のような「理念的

存在者
．．．

」を見出すことにも「存在了解」が関わっている。ハイデガーは 1925 年の講義で、

現象学の三つの発見として「志向性」と「カテゴリー的直観」の次に「アプリオリの根源

的な意味」を挙げている。アプリオリとは「より先」という意味であり、「より先」とは

「時間」の性格である（GA20, 99）。ハイデガーは「実在的なもの」から「理念的なもの」

を区別する、「実在的なもの」と「理念的なもの」双方にとってアプリオリなものを「存

在」と呼び、「時間」として捉えた。「現存在の存在」である「気遣い」を統一するのは「時

間性」であり、このような「時間性」の全体構造のなかに位置づけられることによって「直

観」は「理解」となるのである。  

 

 

３．直観と理解 

 

 それでは、「直観」は「時間性」のなかでどのように変化するのだろうか。ハイデガー

は、「気遣い」を「（内世界的に出会われる存在者）のもとでの存在として自己に先立って

（世界の）内ですでに存在すること」（SZ, 192）と定義し、「もとでの存在 Sein-bei」を「頽

落」に、「自己に先立って Sich-vorweg」を「実存性」（理解・企投）に、「内にすでに存在

すること」を「事実性」（情態性・被投性）に対応させている（SZ, 193）。そして気遣いの

「もとでの存在」は「現在化」に、「自己に先立って」は「将来 Zukunft」に、「内にすで

に存在すること」は「既在性 Gewesenheit」に割り当てられる（SZ, 327）。つまり、「直観」

は「理解の派生態」として「理解」の性格を有しているが、時間性のレベルでは「直観」

を性格づける「現在化」は「頽落」の規定であり、「理解」は「将来」に属している。  

この関係について明確にするために、再び「手許性」という存在様態に見出される「指

示」に注目したい。1925 年の講義でハイデガーは、実在性は感性的知覚の「有体的（生身

のありありとした）」という性格によっては規定されえず、「指示」において捉えられると

して（GA20, 257）、「事物を現在的
．．．

にするのは指示である」（GA20, 258）と述べている。こ

うした指示による有意義化の全体構造が「有意義性 Bedeutsamkeit」であり、ハイデガーは

1925 年の講義で「有意義性はさしあたり現前性
．．．．．．．．．．．．．

Anwesenheit の様態であ
．．．．．

って
．．

、世界のすべて

の存在者はこの現前性へ向かって発見される」（GA20, 287）と述べ、指示連関を取り上げ
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る日常的な解釈の様態を「共現前化 Appräsentation」という言葉で特徴づけていた（GA20, 

359）。 

「共現前化」はフッサールが『イデーン II』で用いている用語であり 13、ハイデガーは

事物の感性的知覚における「有体的」という性格を否定する一方、フッサールの「共現前

化」を下敷きにして「有意義性」を考えていたことがうかがえる。フッサールは、後にこ

うした「共現前化」を『デカルト的省察』（1931 年）で「すでに物が見えている子どもは、

たとえばハサミの目的意味 Zwecksinn を最初に理解すると、その後は容易に一目でハサミ

をハサミとして見るようになる」（Hua I, 141）という例で説明しているが14、ここにはハ

イデガーが「有意義性」を特徴づける「指示」の性格が表れている。ハイデガーは 1925

年の講義で「指示」について次のように説明している。「特定のある物が何であるかとい

う子どもの質問には、それが何のために使用されるかを述べることによって答えられる」

（GA20, 359）。子どもは、大人のふるまいを見たり、教えてもらったりすることによって、

身の周りにある見知らぬものについてそれらが何であるかを知るようになる。ある事物が

「何であるか」ということは、それが「何のために」あるかということであり、この「何

のために」ということが「指示」である。つまり、何なのかよくわからなかったものが「何

のため」において捉えられるそのとき、理解において解釈の「として」が働き、分節化が

充実され「意味」が汲み取られて、その子どもの「存在了解」が「眼前性」から「手許性」

へと転化したのである。  

このとき起こっていることをもう少し詳しく見てみたい。見知らぬものが「ハサミ」と

して、つまり「切るためのもの」として見えるようになったということは、自らの理解に

よって新たな可能性へと投げ入れられたことを意味している。ハイデガーは時間性の「脱

自態」として、「将来」を「自己へ向かって Auf-sich-zu」、「既在性」を「のほうへ戻って

Zurück auf」、「現在」を「を出会わせる Begegnenlassen von」によって性格づけ（SZ, 328-329）、

「理解」について次のように説明している。「根本において将来的に企投することは、第

一次的には、企投された可能性を思念のなかで主題的に把握するのではなく、可能性とし

てのその可能性のなかへ自らを投げ込むのである」（SZ, 336）。理解は、自らへ向かってや

ってくる運動に促されて、自己に先立って自らを新たな可能性へ投げ入れる「将来」の働

きである。しかしまた、投げ込まれた可能性に自分自身が拘束されることが生じる。これ

が「頽落」であり、「もとでの存在」によって特徴づけられる「現在化」の働きである。

いったんハサミを「ハサミ」として理解した後は、ハサミを「ハサミ」ではないものとし

て見ることは難しくなる。つまり、子どもは「ハサミ」という意味を介して存在者の存在

を了解し、この存在者のもとにつなぎとめられたのであり、他の人々によってすでに「現

在化」されている有意義性連関へと「頽落」したのである。存在者を「指示」において現

                                                   
13 フッサールによれば、当人の経験は「原現前 Urpräsenz」であり、「有体的」という性格をもつ。

これに対し、他者の諸体験を経験することは「共現前 Appräsenz」ないし「共現前化」であり、「有

体的な共現存在」として特徴づけられる（Hua IV, 198）。  
14 オーアゴーは、「ハサミ」を例にした「原創設」の説明と、1928/29 年の講義でハイデガーが「ナ

イフ」を例にして説明している箇所（GA27, 192）との類似性を指摘している。Overgaard, Husserl and 

Heidegger on Being in the World, p.168. 
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前化させるという点において、「理解」もまた「直観」と同様に「現在化」と関わってい

る。しかし「直観」に帰属しているのは、対象へ向かい対象を「現在化する」という方向

性だけであり、その運動が自分自身へ返ってくることも、自らが充実化した意味に自分自

身が捕捉されることもない。これに対し「理解」の「企投」は「被投性」へと反転し、「既

在性」として自分のほうへ戻ってきて自分自身を動機づけるようになるのであり、さらに

この「被投性」と相まって、自己自身を特定の意味方向へ巻き込んでいく「頽落」の動性

が形成されるのである。  

ハイデガーは 1927 年夏学期講義『現象学の根本諸問題』で、こうした時間性に基づく

「自己へ向かって」「自己から出て」という運動を「超越 Transzendenz」と呼び、「志向性」

の根底にある働きとして捉えている（GA24, 425-426）。『イデーン I』における志向性の「へ

向かう」という作用、すなわちノエシスは「自我」を起点とし、「向かう先」としてのノ

エマに対峙しているが、「気遣い」においては、起点は時間性の「将来」に、つまり「自

己へ向かって」に移行する。この自らへ向かってやってくる運動に促されて、現存在は存

在者の存在を理解して自らを存在者に関わらせており、さらにその運動が自分「のほうへ

戻って」きて現存在自身の存在が同時に限定されている。そしてまた、この「のほうへ戻

って」に促されて再び「自己へ向かって」が発しているのであり、フッサールの「意識の

志向性」は以上のような「脱自的時間性」に基づいているとハイデガーは考えたのである。  

しかし、フッサールもまた『イデーン I』におけるような「志向性」の把握にとどまっ

たわけではなかった。ハイデガーは 1928 年夏学期講義『論理学の形而上学的始元諸根拠』

のなかで、フッサールが『内的時間意識の現象学についての講義』（1904/05 年、以下『講

義』）で志向性のより深い解明を行っていることに言及している。ハイデガーによれば、「フ

ッサールがなおも時間意識、すなわち時間の意識と名づけているものは、まさに根源的な

意味において時間そのものである」（GA26, 264）のであり、このような「根源的な時間」

を意図的に「時間性」と呼んでいる。つまり、ハイデガーは、フッサールの時間分析をそ

のまま認めているわけではないにせよ、そこに脱自的時間性と同じ構造を見出しているこ

とがうかがえる。フッサールにおいてもカテゴリー的直観は「時間」へと通じているのだ

ろうか15。『論理学研究』においてはカテゴリー的直観を説明するうえで欠かせない「代表

象」の問題を通して考えてみたい。  

 

 

 

                                                   
15 ゼーボームは、『論理学研究』におけるカテゴリー的直観を「カテゴリー的分節化」と「カテゴ

リー的抽象」とに分けている。ゼーボームによれば、「カテゴリー的分節化」は『イデーン I』の

「統握」となり、さらに『デカルト的省察』や『受動的綜合の分析』の「連合的綜合」や「受動

的綜合」へと展開して、時間の性格をもつようになる。Thomas M. Seebohm, “Kategoriale Anschauung,” 

in: Phänomenologische Forschungen 23, 1990, S.28-30. また『形式論理学と超越論的論理学』の注で、フッサ

ールは『論理学研究』の「カテゴリー的直観」の概念を導入した箇所を参照するよう指示してい

るが（Hua XVII, 48 Anm.）、ここで扱われていることは、ゼーボームによれば「カテゴリー的抽象」

にあたる。Seebohm, “Kategoriale Anschauung,” S.20. 
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４．カテゴリー的代表象の問題と時間 

 

 フッサールは、作用がその対象に関係している仕方を、作用の性質と、作用の基盤とな

る代表象によって説明している。代表象は（1）「統握形式」（直観的であるか、表意的で

あるか、その混合であるか）と（2）「統握意味 Auffassungssinn（質料）」（意味において「何

として als was」捉えられているか）、（3）「統握された内容」の三つの側面に分けられる（Hua 

XIX/2, 624, 665）。このように、直観的か表意的か、あるいはその混合という充実の違いに

よって、対象が異なって表象されることを示すのが代表象である。「統握」はフッサール

においても解釈の働きであり、『存在と時間』の「解釈」に、そして「統握意味」は「意

味」に対応していると考えられるが、ハイデガーは 1925 年の講義で「代表象」について

触れていないだけでなく、それに関わる用語も使っておらず、意図的に避けているように

見える16。しかし、1925 年の講義では、ヴァイデンハウザー橋を例にして空虚思念作用や

直観的充実化が説明されており、ハイデガーもまた「感性的知覚」において充実の違いを

見出していたことがわかる（GA20, 54）。つまり、会話や書かれた文章のなかの「ヴァイ

デンハウザー橋」と、実際にその場へ行って見た「ヴァイデンハウザー橋」とでは「統握

意味」においては同じであるが、充実度が異なっている。  

それでは「カテゴリー的代表象」はどうだろうか。たとえば、「橋脚と欄干」における

「と‐形式」や、「椅子は黄色である」における「である‐形式」において、充実度が変

動するのは感性的対象にあたる部分「橋脚」「欄干」「椅子」「黄色」であって、「と」と「で

ある」の部分に変化はない。フッサールは、第 6 研究第 7 章「カテゴリー的代表象につい

ての研究」で統握意味が代表象全体に浸透しているという案を提起するも、十分ではない

として、解決策をいくつか提示していた（Hua XIX/2, 694-709）。そして『論理学研究』第

2 版（1921/22 年）の序言では、「カテゴリー的代表象についての理論をはじめとして、多

くの点をもはや承認しない」（Hua XIX/2, 535）と述べるに至る。ローマーによれば、カテ

ゴリー的代表象の問題にさいして、フッサールはブレンターノ学派に基づいた観点を捨て

きれず、知覚は「外的知覚」か「内的知覚」のいずれかであり、カテゴリー的なものが「外

的知覚」によって捉えられるのでなければ、それはすなわち「内的知覚」であり、したが

って「反省」によると考えた。しかし、カテゴリー的代表象の問題は、反省的な眼差しを

向けるときに感性的代表象との違いが際立たされることによって生じるのであって、「合

致の統一性」は外的知覚によるのでも内的知覚によるのでもない「直観的所与性の第三の

源泉」である17。つまりローマーは、カテゴリー的なものを「内的知覚」に帰属させてし

まったことによって、カテゴリー的代表象の問題が生じたと考えている。  

こうしたフッサールにおけるカテゴリー的代表象の問題についても、ハイデガーは 1925

年の講義でいっさい言及しておらず、逆に「理念的なもの」をただちに「主観的なもの」

                                                   
16 ハイデガーにおけるカテゴリー的代表象の看過について言及している文献としては次のものが

ある。Dahlstrom, Heidegger's Concept of  Truth, pp.145-146. Bernet, “Husserl and Heidegger on Intentionality 

and Being,” p.142. 
17  Dieter Lohmar,“Wo lag der Fehler der kategorialen Repräsentation? Zu Sinn und Reichweite einer 

Selbstkritik Husserls,” in: Husserl Studies 7, 1990, S.193. 
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と同一視しなかったことに、カテゴリー的直観の発見の積極的な意味を見出している。イ

ギリス経験論以来カントやドイツ観念論においても、「存在」「統一」「多数性」「と」「あ

るいは」といったものが「内的知覚」、つまり「意識への反省」に帰属させられているの

に対し、現象学はそうした立場を打ち破った（GA20, 78-79）。ハイデガーはフッサールの

次の文章を引用している。  

 

事態と（繋辞の意味での）存在の概念の起源は、判断あるいはむしろ判断の充実化への反省
．．

の

うちにあるのではなく、実は判断の充実化そのも
．．．．．．．．．

の
．
のうちにある。上述の概念を現実化するた

めの抽象の基盤は、対象としてのこれらの作用のうちにではなく、これらの作用の対象のうち

に見出されるのである。（Hua XIX/2, 669-670; vgl. GA20, 79）  

 

ハイデガーにとって、フッサール自身がここで述べていることのなかに、すでにカテゴリ

ー的代表象の問題に対する答えがある。たとえば「橋」のような感性的知覚も、そもそも

「と」や「あるいは」などのカテゴリーを結合するカテゴリー的直観によって成立してい

るのであり、そして「橋」を実際に見ていなくても、空虚に思念したり、思い浮かべたり

（準現在化）するという仕方で関わることができるのも、それ以前に「同一化的充実化」

によって「橋」が自同性において捉えられたからである。「橋脚と欄干」における「と」

は同一化的充実化によって思念されるものと直観されるものとの合致が体験されるとき、

感性的な要素とともに「橋」の知覚において端的に統合されている。ハイデガーにおいて

は、「である」とともに「この」や「と」や「あるいは」などの諸カテゴリーを取りまと

めているのが「或るものとしての或るもの」という形式であり、この形式における「とし

て」は「或るもの」の部分が何であれ同じである。つまり、存在者の存在が了解され、存

在者が存在者として見出されているさなかに「として」が意識されることはない。ハイデ

ガーは、フッサールのカテゴリー的直観において、同一性が主題的に把握されずに経験さ

れていることを強調しているが（GA20, 70）、こうした合致が受動的に遂行される側面を、

フッサールもまた「時間」において考えていったのである18。 

 『論理学研究』では、統握と統握された内容という対象的な区別が存在するが、『講義』

では「すべての構成が統握内容‐統握という図式を有するわけではない」（Hua X, 7 Anm.）

と言われており19、そこでは合致は「感性的所与」と「（過去）把持 Retention」とのあいだ

に成り立つものとして考えられている。つまり「構成するものと構成されるものとが合致

する」（Hua X, 83）のであり、対象的な区別は融解する。ハイデガーは 1928 年の講義で、

フッサールの分析に見られる「今」「あのとき（たった今）」「そのとき（すぐに）」という

                                                   
18 この点については次の論文を参照。Lohmar, “Synthesis in Husserls Phänomenologie : Das grundlegende 

Modell von Auffassung und aufgefaßtem Inhalt in Wahrnehmung, Erkennen und Zeitkonstitution ,” in: 
Metaphysik als Wissenschaft: Festschrift für Klaus Düsing zum 65. Geburtstag, ed. by Dirk Fonfara, Freiburg/Munich: 
Verlag Karl Alber, 2006, S.398-399. 

19 もっともこのことは、ハイデガーにおいても、対象化されえない「現存在の開示性」をいったん

脇に置いて「存在者の被発見性」に焦点をあてて論じることが可能であるように、フッサールに

おいて「統握‐統握内容」という捉え方が無効になったことを意味するわけではない。Vgl. Lohmar, 

“Synthesis in Husserls Phänomenologie,” S.404-407. 
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区別を、「時間性」から捉えて次のように説明している。まず、「『そのとき』そうなるだ

ろう」ということは、将来的なものへの志向的な態度であり、気遣いの「自己に先立って」

と時間性の「自己へ向かって」という性格から規定されうる。そして、こうした「自己へ

向かって到来する」という「将来」の働きは、「瞬間的な現在」へ関わるのではなく「私

がすでにそれであった存在の全体」に伸張する。「既在性」がどのように自分自身の「現

在」に影響を与えてくるかは「将来」にかかっており、「将来」と「既在性」の統一から

はじめて「現在化」が働くのである（GA26, 263-267; vgl. SZ, 326-328）。  

 このような時間性の構造を、『講義』以上に『ベルナウ草稿』（1917/18 年）に見出すこ

とができる。『講義』においては「現在」にあたる「原印象 Urimpression」を中心に「把持」

と「（未来）予持 Protention」とが配置されており、「把持」に二つの方向性が見出される

一方で、「予持」はあまり扱われていない。これに対し『ベルナウ草稿』では、「原印象」

は「原現前化 Urpräsentation」と呼ばれるようになり、「今」（現在）は「把持」と「予持」

の交わる「限界点」として捉えられている（Hua XXXIII, 4）。ヘルトによれば、「予持」と

「把持」の協同から「今」を説明しようとするとき、『論理学研究』以来の志向的分析の

根本概念である「充実化」が拠り所にされるようになり、このことが「予持」へ迫ってい

くことを可能にした20。フッサールはたとえば次のように述べている。  

 

今は、予持的な充実化の形式によって構成されており、過ぎ去ったものは、この充実化の把持

的変様によって構成されている。（Hua XXXIII, 14）  

 

先行した志向そのものは把持の新たな意識のなかで把持される。そして一方で、この意識はそ

れ自体において、以前の意識の充実化として、他方で、それ自体において以前の意識の把持と

して性格づけられる。〔…〕以前の〈意識〉は、予持（すなわち、まさしくより後のものへ「向

けられた」志向）であり、したがって後に続く把持は、以前の把持の把持であろうが、この以

前の把持は同時に予持として性格づけられる。したがってこうして新たに入り込む把持は、そ

の予持的な傾向とともに以前の把持を再生し、同時に後者を充実化する。しかしそれは、こう

した充実化によって予持が次の位相を通り抜けていくという仕方においてである。（Hua XXXIII, 

25）  

 

「充実化」が「予持」との関連で語られ、「把持」は、以前起こったものを把持するとと

もに、以前の充実化を把持していることが指摘されている。つまり把持は予持と連動して

おり、把持が把持として働くためには予持の充実化が必要とされている。ロデマイヤーは、

こうしたフッサールの分析において、予持がなければ把持はほとんど機能しないだろうと、

把持に対する予持の重要性を指摘し 21、また「予持は、それ自身の充実化を超えていく時

                                                   
20 Klaus Held, “Phänomenologie der „eigentlichen Zeit“ bei Husserl und Heidegger ,” in: Internationales Jahrbuch 

für Hermeneutik 4, 2005, S.260. クラウス・ヘルト「フッサールとハイデガーにおける本来的時間の現

象学」三村尚彦・井上克人訳、『思想』第 996 号、2004 年 10 月、84 頁。  
21 Lanei Rodemeyer, “Developments in the Theory of  Time-Consciousness: An Analysis of  Protention,” in : 

The New Husserl: A Critical Reader , ed. by Donn Welton, Bloomington: Indiana University Press, 2003, p.134. 
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間性における開放性 openness であり、把持を変様させる開放性である」22と述べている。

こうした予持の位置づけは、ハイデガーにおける将来の優位性の主張を想起させるだろう

23。 

『論理学研究』のカテゴリー的直観に属していた「統握」と「統握された内容」という

区別は、『ベルナウ草稿』においては「予持」の充実化を「把持」して「原現前化」させ

るプロセスのなかで捉えられている（Hua XXXIII, 7, 11, 54）。このような時間の円環的プ

ロセスにおいては、「直観」に属する「充実化」は「予持」へと移行して自らを方向づけ

る働き、したがって「理解」になるのであり、「将来」の性格をもつのである。そしてま

た、こうした「将来」の性格が、フッサールの用いる「先 Vor」という表現に顕著に見出

されるように思われる。次節では、ハイデガーの現存在とフッサールの自我とを対照して

みたい。 

 

 

５．「先」 

 

フッサールの 1930 年代の草稿には「先」を付けられた表現が多く出てくる。たとえば、

「先‐存在 Vor-Sein」、「先‐時間 Vor-Zeit」、「先‐自我 Vor-Ich」であり、また「先立って

Voraus」という表現である（z. B. Hua XXXIV, 179-181）。田口は、1927 年に書かれたフッサ

ールの文章を提示し、そこで用いられている「私は私に先立つ」という言明が 30 年代の

草稿に繰り返し出てくることを述べている。  

 

  私に妥当する一切のものは、私と私の必然的なものを前提するのであって、私の自我は、その

ようにつねに前提されているのであるが、その私の自我は、他のものに関係するものであれ、

私自身に関係するものであれ、私のすべての思念にとってすでに前提されているような必然的

な存在成素においてある。私は
．．

、そのようにして私自身に先立っている
．．．．．．．．．．．．．．．．．

Ich gehe mir selbst so 

vorher のであり、同時に、あらゆる非自我に先立っている。（Hua XIV, 432）24 

 

田口は、こうした「私は私に先立つ」という言明のうちに「超越」を指摘し、「この『超

越』は、私が私自身の外に出て行くような『脱自的』ekstatisch 超越ではなく、いわば『内
．

在的な超越
．．．．．

』である」 25と述べている。「『脱自的』超越」が「ハイデガーの超越」を指し

ているかは明確ではないが、「私は私に先立つ」というあり方は、ハイデガーが「自己に

先立って」という表現で表そうとした「気遣い」の構造を示している。ハイデガーは『存

                                                   
22 Rodemeyer, “Developments in the Theory of  Time-Consciousness,” p.137. 
23 メンシュは、ハイデガーの次のような現象学に対する批判、つまり現存在の「現」は将来に位置

づけられており、この将来性ゆえに現存在が世界をもつということを捉えそこなっているという

批判に対し、フッサールにおける「将来」の働きを示すことによって反論を試みている。 James R. 

Mensch, “Husserl’s Concept of  the Future,”  in: Husserl Studies 16, 1999, pp.41-64. 
24 田口茂『フッサールにおける〈原自我〉の問題  ―自己の自明な〈近さ〉への問い』法政大学

出版局、2010 年、271 頁。訳語はそのままで、原文を追加した。強調は田口による。  
25 田口『フッサールにおける〈原自我〉の問題』、273 頁。  
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在と時間』で次のように述べている。  

 

  現存在はいつもすでに「自己を超え出て」いるが、これは、現存在がそれであるのではない
．．

他

の存在者へと関わる態度としてではなく、現存在自身がそれである存在可能へと関わる存在と

してである。本質的な「…がかかっている es geht um …」という存在構造を、私たちは現存在の

自己に先立つ存在
．．．．．．．．

Sich-vorweg-sein と捉える。（SZ, 192）  

 

ハイデガーの「超越」は、存在者に自らを関わらせ態度をとることが同時に自己自身のあ

り方でもあるような仕方を意味しているのであり、「脱自」とは自己から出て自己へと帰

来する時間化の働きそのものである。榊原は、フッサールの 30 年代の草稿をもとに、自

己自身を時間化する「絶対的な流れること」としての「究極的絶対者」において「二重の

自己超越の運動」があり、フッサールがこれによって「世界を経験する生全体の時間化」

と「そのうちで経験される客観的世界の構成」とを解明しようとしたことを指摘している

26。こうした「二重の自己超越の運動」には「自己」と「世界」の両方が含まれていると

いう意味において、ハイデガーの「超越」と共通点をもつと言える。  

 また榊原は、「先‐存在」を「経験や反省によって対象化され存在者として定位される

のに先立っていること」として、「先‐時間」を「意識流という内在的時間性が時間化さ

れるのに先立っていること」と説明している 27。フッサールにとって「存在」や｢時間｣と

いう言葉は、ハイデガーとは異なり「対象化」と同じことを意味しているため、以上のよ

うな「先立つ」といった事態は「先」という語が付され、「先‐存在」や「先‐時間」と

呼ばれる。他方、ハイデガーの「存在」や「時間」は対象化されえない働きを意味してい

る。つまりフッサールにおいて「存在」や「時間」の外に「先」という事態があるのに対

して、ハイデガーにおいては「存在」や「時間」それ自体のうちに「先」が含まれており、

「先」や「先立って」は「将来」を意味している（SZ, 327）。つまり「超越論的エゴ」の

「時間化しつつ‐時間化される」というあり方は、ハイデガーにおいては「時間性の時間

化」そのものの構造である。  

 しかし「先‐自我」に関しては、『存在と時間』で言われている「将来」としての「先」

とは次元を異にするように思われる。「先‐自我」とは榊原によれば「目覚めた自我にな

る以前の、世界についての朦朧とした、まだ自我極化していない一般的な意識」 28のこと

であり、フッサールは 1935 年の草稿で次のように述べている。  

 

  このように覚醒する以前の自我、すなわち先‐自我は、まだ生き生きした自我ではないが、そ

れなりの仕方で世界をもっている。つまり先立ってという仕方 Vor-Weise で、それなりの非顕在

的な世界をもっている。〔…〕ただしこの世界に対して、先‐自我は目覚めてはいないのである。

先‐自我は触発され、ヒュレーを最初の充実物 Fülle として獲得することで、目覚めた生き生き

                                                   
26 榊原『フッサール現象学の生成』、380-381 頁を参照。  
27 榊原『フッサール現象学の生成』、注 104 頁を参照。  
28 榊原『フッサール現象学の生成』、335 頁。  
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した自我主観たちの世界への最初の手がかりを得る。（Hua XV, 604）29 

 

「先‐自我」とは「子ども」のあり方を指しており、触発されることによって、しだいに

「先‐自我」が「自我」として覚醒していくことが示されている。子どもは、与えられて

くるヒュレーの充実化とともに「意味」に触れ、他の自我との共同の世界へ入っていく。 

これに対し『存在と時間』では、すでに意味づけられ、有意義化された世界が主題とさ

れていた。このことは、ハイデガーの感性的直観とカテゴリー的直観の捉え方にも表れて

いる。「感性的なもの」はすでに「カテゴリー的なもの」によって浸透されており、「自然」

もまた、「造林」としての「森」や「石切り場」としての「山」のように有意義化されて

いる（SZ, 70）。けれども、以上のような『存在と時間』の問題設定は、ハイデガーにおい

て「カテゴリー的なものは感性的なものに依存しない」ということを意味していない。「根

拠の本質について」（1929 年）の注によれば、『存在と時間』において自然が欠けているよ

うに見える決定的な理由は、自然が周囲世界の範囲内で私たちが自らを関わらせているも

のとして出会われないからであり、「情態性（被投性）」においてあらわになっているから

である（GA9, 155 Anm.）。ハイデガーが 1925 年の講義で強調するように、カテゴリー的作

用は基づけられた作用であり、「カテゴリー的なものはすべて、究極的には感性的直観に

依存している」（GA20, 94）。このことを「依存」という言葉に引きずられずにハイデガー

の言葉で表せば、「存在者の存在」は現存在の「存在了解」に依存しているが、「存在者」

は現存在に依存せずに存在しており（SZ, 183, 212）、現存在は存在者として存在者的基礎

をもつ（GA26, 199）。  

こうした問題は『存在と時間』以後の形而上学期で扱われており、ハイデガーは 1928/29

年冬学期講義『哲学入門』で「子どもの現存在」について言及している。  

 

子どもは、最初の数週間の経過のなかではじめて、ある取り囲まれた主観から諸客観に至ると

いうような仕方ではなく、そして夢うつつの状態から引きはがされてはじめてそうなるという

仕方ではなく、すでに、外へ出て…へ向けられて hinaus zu ... gerichtet いる。子どもはすでに、

外の…のもとに draußen bei ... いる。まだ存在者に対して関わる態度 Verhalten も、対向 Zuwendung

も生じていないとはいえ、ある何らかの存在者が子どもにすでにあらわになっている。（GA27, 

125）  

 

夢うつつの状態から引きはがされるということは、主観の圏域から外へ出ていくことを意味す

るのではなく、外の…のもとにあることの曇りが晴れ、明るくなり、明るみのなかで最初の見

ることが生起する。何のもとに Wobei が現存在に立ち現われる。（GA27, 126）  

 

自然という全体としての存在者の只中で翻弄されている無防備な状態からしだいに身を

引き離して抵抗し、自らを防御することによって「自己を見出す sich befinden」最初の状

                                                   
29 榊原『フッサール現象学の生成』、335 頁。引用文の前後を省略し、原語を追加した。  
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況が仕上げられる。ここには、先‐自我が触発されてヒュレーの充実とともに自我が目覚

め、充実したものに対向するようになるというフッサールと同種の主張が見て取れる。ハ

イデガーにとって、周りから押し寄せてくる感性的なものとともに触発してくるものとは

「時間」であり、「自己へ向かって」という「将来」の契機である。自己へ向かってやっ

てくる働きに促されて、しだいに存在者に自己を対立させ、存在者へ向かうという態度が

形成されていくのであり、以上の意味において「先‐自我」の「先」にも「将来」の性格

が見出せる。  

ハイデガーは「離反」「抵抗」「防御」を「志向性の現象」と呼んでいるが（GA27, 126）、

これらの現象は、『イデーン I』におけるような対象的な作用を意味しているのではなく、

志向性の根底にある「超越」の働きを前提としている。「超越」はハイデガーにとって「世

界内存在」と同義であり（GA26, 215）、「自己
．．

をある一つの世界から理解すること
．．．．．．．．．．．．．．．．

」（GA24, 

425）を意味する。先ほどの引用箇所において、フッサールもまた「先‐自我」は「それ

なりの仕方で世界をもっている」と述べていた。「先‐自我」には「時間化の地平」とと

もに「世界地平」がすでにそなわっており（Hua XV, 604）、フッサールにおいても「無世

界的な」主観から客観としての「世界」へ到達するのではない。そして、こうした「先‐

自我」に属している時間化の地平は、円環的な運動として、「先‐存在」や「先‐時間」

の「先」につながっている。フッサールは 1927 年のテクストで「私は私自身に先立って

いる」ということは、私自身に関係する場合にも他のものに関係する場合にも、前提され

ているような仕方であり、さらに「非自我にも先立っている」と述べていたが、ハイデガ

ーにとって、こうしたあり方がまさに「超越」である。ハイデガーは「根拠の本質につい

て」で次のように述べている。  

 

  乗り越え Überstieg のうちで
．．．．

、現存在は最初に、現存在がそれであるような存在者、つまり現存

在「それ自身」としての
．．．．

現存在へ到来する。超越は自己性を構成する。しかし他方、乗り越え

は、さしあたりこれだけではなく、そのつどそれと一緒に、現存在「それ自身」がそれでない
．．

存在者にも関係する。いっそう正確には、乗り越えのうちで乗り越えを通してはじめて、存在

者の内部で区別されうるのであり、誰がそしてどのように「自己」であり、そして何がそうで

ないかが決定されうるのである。（GA9, 138）  

 

ハイデガーは超越に、したがって時間性に「存在と存在者との区別」という「存在論的差

異」の根拠を見出す（GA9, 134-135; vgl. GA24, 454）。現存在は存在者である一方で、「存在

了解」を有しており、自らが理解したものによって自ら自身が拘束され、世界へと頽落す

るというあり方をしている。「私はある」の「ある」は、自らの理解の企投による「綜合」

と同時に「分離」される様々な「ない」にそのつど限界づけられているのであり、超越の

運動においてそのつど自己とそうでないものとが分けられることによってはじめて自己

が成立している。つまり、そこでは「自己差異化」30が起こっている。ハイデガーが 1925

                                                   
30 田口『フッサールにおける〈原自我〉の問題』、276 頁を参照。 
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年の講義において、フッサールが「志向的なものの存在」を問わないとして批判していた

のは（GA20, 157）、フッサールの還元によって「自然的態度」においても「超越論的態度」

においても働いている「自己差異化」が、すなわち「存在と存在者の区別の遂行」そのも

のが遮断されるからであった。  

 

 

結語 

 

ハイデガーは、感性的直観とカテゴリー的直観、普遍的直観とを統合し、綜合の作用と

理念視の作用に、したがって理解と解釈に「現在化」へもたらす働き、つまり「将来」を

見出した。そして、フッサールにおいても「予持」の「充実化」や「先」というあり方に

「将来」の性格が見て取れる。『論理学研究』以後、フッサールはカテゴリー的直観を主

題化することはなかったが、カテゴリー的直観に含まれている「存在の問い」が、ハイデ

ガーとは別の仕方でフッサールにおいても引き継がれていったと言えるだろう。 

 

 

 

Rie WAKAMI 

Kategoriale Anschauung und Zeitlichkeit 

― Die Rezeption der Husserlschen Intentionalität bei Heidegger  
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この世界を信仰すること 

―フッサールの理性批判の射程― 

 

吉川 孝（高知県立大学） 

 

 

私たちは倫理や信仰を必要としている。このように言えば、愚か者たちは

笑うだろう。しかし私たちが必要としているのは、何か他のものを信じる

ことではなく、この世界を信じることであり、愚か者たちもやはりこの世

界の一部をなしている。 

G. ドゥルーズ『シネマ 2 時間イメージ』 

 

 

はじめに 

 

 フッサールとハイデガーは師弟関係にあり、ともにその哲学が「現象学」と特徴づけら

れるかぎり、両者の影響関係や対立点の研究は大きな意味をもつであろう 1。ところが、あ

まりにも個性的な哲学者同士を比較する研究は、しばしば一方の立場から他方の立場への

外在的批判に行き着いて、「フッサールは存在者の存在を問わなかった」「ハイデガーは超

越論的還元をしていない」などの「ないものねだり」2に終始しがちである。たしかに、フ

ッサールとハイデガーの当人たちは、そのような論点をめぐって応答しあっており、「ブ

リタニカ」草稿（Hua. IX, 237-301; 590-615）はそうした対決の記録として読むことができ

る。しかし、哲学者本人から多少なりとも距離をおくことのできる現代の研究者は、二人

のなかにもっと生産的な議論を読み取ることができるのではないか。哲学書の解釈が、書

き手の自己理解を越えた可能性をテキストから引きだすことでありうるならば、比較研究

は二つの哲学をあえて同じ土俵のなかに置き入れて、両者に共通する地平を示さなければ

ならない。「何かが欠けている」という批判が有効に機能するのは、共通の哲学的土俵に

おいて、相手の思考の盲点を何らかの欠陥として際立たせる場合だけであろう。したがっ

て、フッサール特有の「超越論的問題」やハイデガー特有の「存在の問い」にこだわるこ

となく、両者が共通に抱えている問いを探りあてる必要がある。哲学史のなかにおいてフ

ッサールだけが到達したかもしれない「超越論性」やハイデガーだけが見抜いていたかも

しれない「存在論的差異」を論点にすることは、互いの立ち位置を外在的なものにし、両

者の健全な対話の可能性を奪ってしまう。むしろ、共通の問題の地平を見いだしたうえで、

そこからそれぞれの対応の独自性を浮かび上がらせるべきである。実際のところ、フッサ

                                                   
1 実際に、時間、歴史、言語、真理、身体、世界、自己、認識、行為、自然、科学、技術、ケアな

どのトピックが二人の哲学者によって扱われており、それらの比較考察がなされうる。 
2 「ないものねだり」という指摘は、斎藤によってなされている（斎藤 2000, 110）。  
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ールとハイデガーは「存在問題」を共有しており、この問題は『純粋現象学および現象学

的哲学のための諸構想 第 1 巻〔＝イデーン I〕』（1913 年）と『存在と時間』（1927 年）と

いうそれぞれの主著において中心的位置をしめている。「何かがそれ自体で存在する（ an 

sich sein）とはどのようなことであるか」という「自体存在」をめぐる哲学の伝統的問題

に対して、それぞれが優れた解明の成果を残している。フッサールの超越論的現象学は認

識論に終始するあまり存在を問わなかったわけではないし、ハイデガーの基礎存在論は伝

統的な認識論から切り離されたところに成立するわけでもない。両者の哲学者としての価

値は、通常の哲学の問いへの取り組みの卓抜さのなかに示されるだろう。  

 ここでの「存在問題」は、「何かがそれ自体で存在すること」への問いというゆるやか

な意味をもち、この意味での「存在」はしばしば「実在性（Realität）」と重ねあわせて理

解される。実在性という概念の複雑な哲学的含意や使用法の細かなニュアンスにとらわれ

ずに、あえて次のように指摘してみたい。フッサールとハイデガーが何らかのものの「自

体存在」、すなわち「実在性」を考察するときには、周囲世界（Umwelt）において出会わ

れるものの存在様式を念頭においている、と。「実在性とは世界内の存在者の存在様式で

ある」ことに、フッサールもハイデガーも賛同するであろう3。両者の手法が「現象学」で

あることの共通性を、ここに見いだすことができる。フッサールが現象学的立場を確立し

た当初の『論理学研究〔＝論研〕』において、「それ自体で存在するような対象は、〔…〕

知覚が不完全な場合でも実現するものと全く別ものというわけではない〔…〕。このこと

は、対象がみずからを現わすという知覚の固有の意味に含まれている」（Hua. XIX/2, 589）

と述べている。事物の自体存在はあくまでも空間時間的世界のなかで知覚され、経験の可

能性のなかにおいて考察される4。ハイデガーは初期フライブルク時代の講義における周囲

世界の分析を経由して、『存在と時間』において「道具的存在性は、「それ自体で」存在し

ているとおりの存在者の存在論的・範疇的規定である」（SZ, 71）と述べている。ここでの

「自体存在」は、有意義性連関としての世界のうちで出会われる存在者の存在様式として

取りあげられている5。両者のアプローチは、事物知覚と道具使用という異なる場面を念頭

におきながらも、物自体と現象とを対置することなく、広義での現象としての存在者に注

目して、その自体存在の意味を明らかにするという共通点をもっている。 

 

 

 

 

                                                   
3 フッサールによれば、「あらゆる実在的なものは世界の統一に組み入れられる」ゆえに「実在的存

在」は「世界のなかの存在」と同じことを意味する（Hua. III/1, 10）。ハイデガーにおいては、「実

在性は、存在論的な表題としては世界内の存在者に関係づけられる」とされ、「道具存在性と事物

存在性」が「実在性の様相」と位置づけられている（SZ, 211）。 
4 1908 年頃には、よりはっきりと「事物の存在それ自体に対して、原理的に経験できない存在をあ

てがうことは背理である」（Hua. XXXVI, 32）と表明されている。 
5 初期フライブルク時代にも、たとえば「現象学の根本問題」講義（1919-20 年）では、「世界は、

有意義性連関において、現実的な世界として現れる」というように、「現実存在」「現実性」が世界

の有意義性連関のなかに見いだされている（GA 58, 106f．）。 
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１．『イデーン I』における「自体存在」 

 

 『イデーン I』（1913 年）には、『論研』（1900-01 年）以後の「経験の現象学」の成果が

集約されている。事物経験についての以下の洞察は、フッサールの哲学的主張のなかでも

もっとも影響力のあるものの一つである。 

 

無限に不完全であるということが、事物と事物知覚の相関性の廃棄できない本質に属している。

事物の意味が事物知覚の所与性によって規定されるならば〔…〕、その意味はそうした不完全性

を要求するのであり、〔…〕諸々の可能な知覚の連続的に統一的な連関をわれわれに対して必然

的に示している（Hua. III/1, 92）。 

 

 事物は原理的に「射映（現出）」を通じて与えられており、知覚主観の身体性を起点と

するパースペクティヴのなかでのみ経験される。いまここで知覚される事物は、この側面

から経験されており、それ以外の側面は経験されていない。このため、事物経験にはさら

なる規定の可能性が開かれており、「経験に即した正当性でもって措定されているものを

放棄するよう強いられる」ことがありうる（Hua. III/1, 97）。知覚信念はつねに刷新されう

るものであり、知覚がとらえる対象の現実性は、いつまでも不確定なものでしかありえな

い。 

 

事物世界において私にとって現に存在するものは、原理的にただ推定的な現実性であるにすぎな

い（Hua. III/1, 98）。  

 

 こうした分析は、生きられた世界についての記述として大きな注目を集めてきた。たし

かに、不確かなものをその不確かさにおいて記述することは、現象学の大きな特徴の一つ

であり、メルロ＝ポンティなどに継承されることで、現象学についての一般的によく知ら

れたイメージを形成している。しかしここで忘れてはならないのは、そうした経験の現象

学的分析が、存在問題をめぐる哲学的議論に色濃く反映されることである。超越論的観念

論と定式化される立場は、存在問題への取り組みの到達点であり、フッサールは事物と体

験との与えられ方の差異を際立たせたうえで、前者の後者への依存性を主張している 6。「空

間的・時間的世界の全体は、〔…〕その意味からしてたんなる志向的な存在である」（Hua. 

III/1, 106）という指摘は、事物の存在が意識体験の存在に依存するという立場の表明であ

る。しかも、現実に存在するという強い意味での存在までもが、明証や充実という様式を

もつ意識体験と等価的であるとされて、「現実存在」も意識との相関性のなかに位置づけ

られることになる。 

 

真に存在するというエイドスは、十全的に与えられている、明証的に措定可能であるというエイ

                                                   
6 フッサールにおける「超越論的観念論」の哲学的含意については、佐藤駿、植村玄輝、吉川孝、

田口茂によるワ−クショップで検討され、植村による報告がなされている（植村 2011）。 
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ドスと等価的である（Hua. III/1, 332）。 

 

 超越論的観念論が、あらゆる対象性の存在が意識体験に依存するという哲学的主張であ

るとすれば、目下の主題である「自体存在」は、どのように位置づけられるのだろうか。

というのも、何かがそれ自体で存在するということは、通常、意識体験から独立に存在す

るということを意味するからである。あらゆる対象性の存在を意識との志向的関係に回収

する超越論的観念論は、自体存在の意味を損なうことなしにそれを志向的存在と見なすこ

とができるだろうか。 

 ここでふたたび事物知覚の不完全性が大きな意味をもってくる。事物は、いかなる完結

した意識のなかでも、完全な充実性において与えられることがない。事物をあらゆる側面

から規定しようとする経験はどこまでも連続的に進行して、際限なく続くことになる。事

物が意識にとって「超越」とされる所以もここにある。  

 

事物の超越性は、事物についての直観の進行が際限ないことのうちに表現されている（Hua. III/1, 

347）。 

 

 とはいえ、こうした事物の超越性は意識からの独立性を意味してはいない。というのも、

事物が完全に与えられることはできないにもかかわらず、「（カント的意味での）「理念」

としては、完全な所与性があらかじめ描きだされている」（Hua. III/1, 331）からである7。

事物の完全な所与性は、到達されることのない「理念」として知られている。事物の原理

的な近づきえなさが「自体存在」ということで念頭におかれているが、それはあくまでも

到達不可能な理念として描かれており、そのかぎりで意識に対して与えられている8。「物

自体」は、現象としての事物の背後に想定されるのではなく、接近できないものとして事

物経験のなかで描きだされるのであって、それゆえに事物は経験の対象となりながらも、

その超越性を失うことはない9。 

 

 

２．『存在と時間』における「自体存在」 

 

 ハイデガーの『存在と時間』（1927 年）が、実在論と観念論の対立やその背景にある問

題設定そのものを解体する試みであることはよく知られている。しかしそこでは伝統的な

意味での「存在問題」が無視されているわけではなく、自体存在や実在性をめぐる考察が

随所に見いだされる。世界内存在の現象学的分析のなかに、自体存在をめぐる伝統的問題

                                                   
7 フッサールとカントにおける「理念」の問題については、植村が詳しく論じている（Uemura 2011）。 
8「本質的に動機づけられた無限性の理念は、それ自身が無限性であるわけではない。こうした無限

性が原理的に与えられえないという洞察は、こうした無限性の理念の洞察的所与性を排除すること

なく、むしろ要求している」（Hua. III/1, 331）。 
9 佐藤によれば、ここで事物は「形而上学的」には意識の「内」に、「認識的」には意識の「外」に

あるものと特徴づけられている（佐藤 2015, 245）。 
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への応答を読みとることは、ハイデガーのテキストから哲学としての可能性を引きだすこ

とになるであろう10。 

 ハイデガーは、日常性における道具使用の場面に依拠しながら、自体存在の問題を検討

している。われわれがハンマーを使用しているとき、それはとりたててそうしたものとし

て目立つことがない。むしろ、故障などの欠損状態にあるときに、「釘を打つためのもの」

というハンマーの用途が表立って明らかになる。何かが「目立たなさ（Unauffälligkeit）」の

なかで出会われているとき、その自体存在が示されている。 

 

目立たない、押し付けがましくない、手向かわないことという欠如的な表現は、さしあたり道具

的に存在するものの存在のもつ積極的な現象的性格を意味している。この「ない（Un）」は、道

具的存在者がそれ自体で控えめにしている（Ansichhalten）という性格を意味しており、これは、

われわれが自体存在ということで念頭においているものである（SZ, 75）。 

 

 道具という存在者が普段のとおりに使用されているときには、われわれはそれを観察し

たり、それに手を加えたりしていない。使用のただなかにある道具は、この意味において、

われわれの意識的な観察や実践の遂行から独立している（池田 2011, 42）。道具の自体存在

というのは、このように目立たなさのただなかにおいて出会われるものである。さらに注

目すべきは、一つの道具だけが存在するわけではなく、「道具が存在することには、その

つどつねに道具全体が属している」（SZ, 68）というように、ある道具は他の道具との関連

のなかに置かれている。したがって、「世界のなかの存在者の自体存在は、世界現象に基

づいてのみ存在論的に把握できる」（SZ, 76）のであり、道具の自体存在は、有意義性の全

体としての世界のなかで見いだされる。このようにして、世界の世界性をめぐる解明は、

自体存在を考察するうえで重要な基盤を提供することになる。  

 

世界の世界性を根拠として、こうした存在者〔道具的存在者〕が「実体的」な「それ自体」にお

いて発見されうる（SZ, 88）。 

 

 道具がそれ自体において存在するということは、釘を打つためにハンマーを用いる場合

のように、まさに道具に「適所」をえさせることで、道具が本領を発揮していることを意

味する11。「適所をえさせる」ということは、「道具的存在者をしかじかに存在させる」、し

かも「それがいま存在しているように、そのように存在するように、存在させる」という

ことを意味している（SZ, 84）。この「存在させる（sein lassen）」ということで考えられて

いるのは、道具を使用する主体が道具の自体存在をつくりだすことではなく、使用のただ

なかにおいて道具を解き放って、「放置」することである（荒畑 2009, 38）。道具がどのよ

                                                   
10 こうした点に着目した優れた研究書に日本語で接することができる（荒畑 2009; 池田 2011）。本

稿のハイデガー理解もこれらに負うところが大きい。 
11 池田が強調するように、道具の使用においては、「自然」という存在者も「それ自体において、

製作される必要のない仕方において」存在している（SZ, 70; 池田 2011, 43）。 
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うに解き放たれ、本領を発揮するかについては、使い手の意のままになることではない。

われわれはすでに世界の内に存在しており、その世界に親しんでいることによって、道具

をどのように用いるかがあらかじめ描きだされてしまっている。  

 

現存在が有意義性と親密であることが、存在者が暴露されうることの存在的条件となっており、

その場合の存在者は、適所（道具存在性）という存在様式において世界のうちで出会われ、その

ようにしてその自体存在においてみずからを告知することができる（SZ, 87）。 

 

 われわれは世界内存在として世界のうちに投げだされており、世界との親密性のうちで

世界の内で出会われるものを存在するままに存在させている。現存在が世界との親密性の

うちにいることが、何かがそれ自体で存在することを解明するための出発点である。いわ

ば「世界」が「みずからを告げない」ことが、「道具的存在者」が「目立たなさ」に埋没

することの条件になっている（SZ, 75）。『存在と時間』における「世界の世界性」の分析

は、このような意味において、伝統的な存在問題への応答として解釈される。  

 

 

３．無際限性と親密性 ―自体存在をめぐる対立点 

  

 フッサールとハイデガーがそれぞれの主著において、自体存在の問題に対して正面から

取り組んでいることが示された。両者の現象学的アプローチはともに、知覚や道具使用な

どの日常の場面のなかに自体存在への通路を求めているが、そこには大きな相違も見いだ

される。フッサールにとって、事物の自体存在は、経験の際限のない進行のうちで示され

るものであった。事物についての経験が完結しないことが、いわば経験における事物の「遠

さ」が、事物の存在を自体存在として特徴づけている。これに対してハイデガーにとって

は、道具の自体存在は、現存在が世界と親密であることにおいて示されるものであった。

現存在が世界と親しみのうちにあり、使用中の道具が目立たずに「近さ」のうちで埋没し

ていることが、道具の自体存在を特徴づけている。一方では経験の無際限性という「遠さ」

が、他方では世界との親密性という「近さ」が、自体存在を自体存在たらしめるものとし

て指摘されている。二人の現象学者はあくまでも自体存在を現象として出会われるものの

うちで考察しており、そのかぎりでこの対立点は深刻なものではないかもしれない。しか

し、ここに見いだされる相違から何らかの哲学的含意を引きだすことは、それなりに意味

のある課題となるだろう。 

 注目すべきは、ハイデガーの『カントと形而上学の問題〔＝カント書〕』（1929 年）にお

いて、「物自体」と「現象」の関係が次のように理解されていることである。  

 

現象はたんなる仮象ではなく、存在者そのものである。この存在者はさらに物自体とは別のもの

ではなく、まさにこの一つの存在者である。〔…〕存在者が「物自体」と「現象」という二重の

性格をもっていることは、存在者が二通りの仕方に応じて、無限な認識作用と有限な認識作用と



この世界を信仰すること（吉川孝） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.9 2015 

 

 83 

に関係しうることに対応している（GA 3, 32）。 

 

 ここでは、物自体と現象とが異なった次元に位置づけられることなく、同じ存在者の二

つの性格として、連続性をもって理解されている。このような魅惑的なカント解釈は、現

象から独立に物自体を想定しない現象学的立場からの当然の帰結かもしれない。しかしな

がらここには、フッサールが絶対に許容しない見解が含まれている。ハイデガーによれば、

「物自体」は「無限な認識作用」において近づきうるものであるのに対して、「現象」は

「有限な認識作用」において近づきうるものである。通路となる経験の様式が神による無

限な認識であるか人間による有限な認識であるかによって、存在者の二つの性格が区別さ

れる。フッサールはこのような区別のなかに大きな問題を見いだして、『カント書』の上

記の箇所に次のようなコメントを記している。  

 

〔ハイデガーによれば〕神は、直観を明示化する必要がないし、一歩一歩学び知り、気づく必要

がない〔ことになる〕。〔…〕しかし、このような神は背理である（Breeur 1994, 52）。 

 

 物自体が無限の認識において一挙に捉えられるとするときに、ハイデガーは物と経験の

構造をめぐって決定的な誤解に陥っている。物自体が無限の認識のうちで出会われるとい

うことは、いかなることを意味しているのであろうか。神は本当に事物を一点の曇りもな

く把握しうるのであろうか。こうした批判は、『イデーン I』において表明された事物経験

についての際立った洞察に根ざしている。 

 

空間事物のようなものは、われわれ人間にとってだけではなく、神―絶対的認識の理想的な代

表者―にとってもまた、諸々の現出を通じてのみ直観されうる（Hua. III/1, 351）。 

 

 フッサールによれば、無限の知性をもつとされる神でさえも、事物については射映を通

じて一面的にしか経験しえない。そのため、事物経験が事物経験であるかぎり、そこには

つねに不完全性がつきまとっている12。事物はそもそも現出を通じてのみ与えられるので

あって、そうであるからこそ超越という存在様式をもつことができる。同じ存在者がとき

に無限の認識において、ときに有限な認識において把握されるという見解は、内在的なも

のと超越的なものとを混同して、事物の超越性を損なうことと引き換えにしか主張できな

い13。 

 『カント書』のハイデガーは、「カントの純粋理性批判を形而上学の基礎づけとして解

釈する」という試みのなかで、「形而上学の問題を基礎存在論の問題として明らかにする」

                                                   
12 フッサールは有限性と不完全性とをはっきり区別している（この点については植村玄輝氏から示

唆をえた）。こうしたことから、無限の認識者である神が知覚において不完全でありうる。  
13 『イデーン I』においてすでに、『カント書』のハイデガーを予見するかのような批判が表明され

ている。「〔内在と超越の〕混同を犯す場合にのみ、一つの同じものが、あるときは現出を通じて超

越的知覚という形式において与えられ、別のときには内在的知覚を通じて与えられるかもしれない

などということが、可能なこととして考えられる」（Hua. III/1, 92）。 
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ことを目論んでいる（GA 3, 1）。このようなカント解釈においては、「私は何を知りうるの

か」「私は何をなすべきか」「私は何を望んでよいのか」という批判哲学の問いに先だって、

「人間とは何か」という存在論の問いがたてられねばならない。というのも、人間が有限

的であるゆえに上記の三つの問いを立てることができるからであり、人間的現存在の有限

性を解明する「基礎存在論」が哲学的探究の基盤に据えられることになる（GA 3, 217）。

ハイデガーは、カントが人間的現存在の有限性にかかわる「受容性」を主題化したことを

評価しながらも、さらに「被投性」や「不安」へと、最終的には「時間性」の次元へと足

を踏み入れる必要性を示している（GA3, 235ff.）14。これに対して、カントの批判哲学の問

いを正面から引き受けたフッサールは、事物が神にとってさえ不完全な仕方でしか知られ

えないこと、つねに未規定の側面をもつことを強調している。「何を知りうるのか」とい

う問題設定やそこに根ざす「知りえないもの」への感度は、カントとフッサールによって

共有されるものである。ところがハイデガーは、現存在がその有限性にもかかわらず、い

つもすでに近さのうちで存在を理解していることを出発点としており、知覚認識の不完全

性が正面から取りあげられることはない。カントとフッサールの側に立つならば、ハイデ

ガーは有限性を重視しながらも、「批判」という観点を欠くゆえに「知りえないもの」に

鈍感であることになるだろう。 

 

 

４．認識、行為、信仰 ―1920 年代前半のフッサール 

 

 知覚経験が知りえないものを抱えているという認識の現象学の成果は、不確かなものに

取り囲まれて生きることの「倫理」やそこで求められる「信仰」の問いと結びつくことに

なる。フッサール現象学においては、「何を知りうるのか」「何をなすべきか」「何を望ん

でよいのか」という問いは、哲学体系のなかのそれぞれ独立の部門に組み入れられるわけ

ではない。むしろ、そうした問いは、認識、行為、信仰にかかわるさまざまな志向的体験

の絡み合いに根ざして、たがいに関連しあっている。以下では、倫理や信仰の問題がはっ

きりと表面化する 1920 年代前半の超越論的観念論を確認することで、フッサールの批判

哲学の帰趨を見届けることにしたい。 

 

純粋に超越論的な考察においては、それ自体において〔…〕存在するこの世界が、究極のところ、

無限のうちに存する理念にすぎない（Hua. VII, 274）。 

 

 講演「カントと超越論的哲学の理念」（1924 年）でも超越論的観念論のテーゼが明確に

                                                   
14 「不安は無の前におくような根本情状性である。しかも存在者の存在がそもそも理解されうるの

は、現存在がその本質根拠において無のなかに入りこんでみずからを保つ場合にかぎられる―そ

してこのことに超越のもっとも深い有限性が存している」（GA3, 238）。したがって、現存在は全知

全能の主体ではなく、「…ない」という「無性・否定性（Nichtigkeit）」（SZ, 283）を根本に抱えてお

り、脆さをあわせもっている。にもかかわらず、こうした特徴づけは、認識批判から照射される「知

りえなさ」と結びついていないように思われる。 
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表明されているが、この時期の考察は認識論の枠内にとどまることなく、理念に向かう認

識の営みの意味をめぐる倫理の問いと結びついている。認識がどれほど成果を積み上げよ

うとも、この世界は存在しないかもしれず、そこから不確実性（事実性、非合理性とも言

われる）を拭いさることはできない。とするならば、学問によってこの世界を知識にもた

らすことは、実現の見込みがない無謀な企てかもしれない。  

 

普遍的で絶対的な知識は、理性的な目標、実践的な目的でありうるだろうか―しかも、こうし

た理想は理性的な意味をもつのだろうか（Hua. VIII, 344）。 

 

 認識をある種の行為と見なしたうえで、実現不可能な目標に向かう行為の合理性がここ

で問われている15。認識の目的としての理念の実践的意味をめぐる問いは、表面的には、

学問的認識にかかわるものであり、学問の営みの実践的合理性への懐疑として生じている

16。しかし、そもそも知りえないとされているのは、知覚を通じて経験される実在世界の

存在であり、それは学問的認識に限定されない日常のあらゆる営みの基盤をなしている。

とするならば、理念の実践的意味への問いは、この世界において生きることそのものを射

程に収めることになるだろう。この世界の存在の確実性が確保されないのであれば、今日

の営みの成果が明日には灰燼に帰すかもしれない。この世界が人間の努力を裏切るように

できているならば、この世界においてなおも生きる意味があるのだろうか。知りえないも

のにかかわる認識の問いは、このようにして、いかに生きるべきかをめぐる倫理の問いに、

さらには何を信じてよいのかをめぐる信仰の問いに接続することになる。この世界が存在

し、そこに善きものが実現されることへの信頼が、あらためて吟味されねばならない。  

 フッサールはここで、カントから「実践理性の要請」の発想を受容して、それを現象学

的水準において解釈する。講演「フィヒテの人間性の理想」（1917-18 年）では、「神、不

死性、自由」などの超越者が「道徳法則」が実践的意味を失わないために要請されるとい

う発想を、「フィヒテにまで深い影響を与えた最高に驚くべき転換」として高く評価して

いる（Hua. XXV, 273f.）17。さらに後のカッシーラー宛書簡（1925 年 4 月 3 日）では、この

要請論が、世界の非合理性のなかで生きる意味をめぐる問題に取り組む方法と見なされて

いる。 

 

事実性そのものの問題、非合理性の問題は、カント的な要請を拡張した方法においてのみ扱うこ

                                                   
15 フッサール現象学において「認識」がある種の「行為」と見なされるプロセスについてはさまざ

まな研究がなされており、植村による最新の研究を挙げておく（Uemura 2015）。 
16 フッサールは 1906 年にもこの問いに直面していたが、カントの要請論を受容する以前のこの段

階では「解決されえない〔…〕ような課題を、理性的に立てる人がいるだろうか」と否定的に答え

ている（Hua. XVI, 138）。 
17 フッサールはカントの要請論を次のようにまとめている。「いまやカントは、フィヒテにまで深

い影響を与えた最高に驚くべき転換を成し遂げる。カントは、理論的に認識できないと証明した超

越的本質存在を、「実践理性の要請」として演繹する。われわれは理論的には、神、不死性、自由

について何も示すことができないけれども、道徳法則がその実践的意味を失うべきでないならば、

そのような超越がすべて必然的に信じられ、真に存在するものと受け取られなければならない」

（Hua. XXV, 273f.）。 
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とができるように思われます。これはもしかすると、カントの発見のなかでも最も偉大なことか

もしれません（BW V, 6）。  

 

 では、カントの要請論はどのように現象学的に受容され、生きる意味の問いにどのよう

に取り組むことを可能にしているのであろうか。現象学の水準において機能する要請論は、

哲学の論証を方向づけるのみならず、認識、行為、信仰などの意識体験の志向的分析のな

かで具体化されている。これまで明らかになったように、知覚経験の不完全性が考察の出

発点をなしており、実在世界は知覚経験のパースペクティヴ性ゆえに一面的にしか与えら

れないので、その現実性は推定的なものにとどまらざるをえない。実在世界が存在するこ

とは、通常は「確実性」と考えられているけれども、認識批判の文脈のなかでは、それな

りに程度の高い「蓋然性」でしかありえない。ところが、実践的考察においては、そうし

た認識の成果を超えるような評価の働きが容認されるようになる。  

 

蓋然性を過大評価したり、軽い推測性を経験的確実性ゆえに過大評価したりすることは、理論的

には非難されるべきであるが、実践的には善いことであり、しかもそれゆえに実践的状況におい

てのみ要求されている（Hua. XLII, 323）。 

 

 何を知りうるのかをめぐる理論的考察の文脈において、世界の存在の確実性を認識しう

ると結論づけることは、経験の不完全性を無視した独断にほかならない。しかし、何をな

しうるのかをめぐる実践的考察のもとでは、蓋然的でしかないものをあえて確実なものと

過大評価し、それに基づいて行為することが求められている。世界が確実に存在するかの

ように、無限に遠い目標が実現しうるかのように、つまりその実現にかかわる行為者が不

死であるかのように振る舞うことは、「実践的なかのように」「倫理的なかのように」と定

式化されている。 

 

わたしはあたかも不死であるかのように（als ob）、実際に無限のうちで働くことができるかのよ

うに、生きるべきである（Hua. VIII, 352）。 

 

 確実性を知りえないときに、蓋然性を確実性として過大評価して、あたかも確実性が存

在するかのように行為することが、実践理性の名のもとに要請される。実践理性の要請は、

不確かなもののなかで生きる行為者の様式を方向づけるのであり、行為者の生き方に指針

を与えるものである18。しかも、「かのように」して行為するということは、理論的には確

                                                   
18 要請論は、行為者の振る舞いや自己形成についての倫理学的主張（「かのように」振る舞うこと

への要請）であって、経験の可能性の外部に自体存在を論理的に想定するわけではない。「超越論

的主観主義は〔…〕現実的および可能的な意識の働きのうちで志向的に構成される存在の背後に何

らかの存在を「形而上学的」に構築するための余地を残さない。自然のそれ自体であれ、心のそれ

自体であれ、歴史のそれ自体であれ、形相的対象性やどんな種類の理念的な対象性のそれ自体であ

れ、そのことにかわりはない」（VII, 235f.）という同時期の主張は、目下の文脈においても大きな

意味をもっている。さらに要請論は、行為の様式を要請するものであるかぎり、真理を善の一種と
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証しえないものを信仰することを意味しており、認識から出発した批判哲学は、信仰の次

元に行き着くことになる。この世界の非合理性や偶然性に直面しながら、なおもこの世界

が存在し、そこに善さが実現されることを信じて生きることは、カントの表現をかりて「理

性信仰（Vernunftglaube）」19と名づけられている。理性信仰は、世界の存在の確実性（やそ

こでの善の実現可能性）を素朴に想定する独断論（オプティミズム）にも、それらを安易

に否定する懐疑論（ペシミズム）にも陥らずに、この世界のなかで生きる意味を示す試み

になっている。 

 批判という問題設定が「要請」や「理性信仰」の考察へと結実する道筋は、1920 年代前

半の研究草稿からはっきり読み取られうる20。しかも、こうした考察は未公刊草稿のなか

でのみ遂行されているわけではなく、公刊著作や講演のなかでも展開されている。ロンド

ン講演「現象学的方法と現象学的哲学」（1922 年）も世界の非合理性のなかで生きる意味

をめぐる問題を提起しているし（Hua. XXXV, 304 Anmk.）、現象学的倫理学の成果が結実し

た『改造』論文（1923-24 年）は、非合理性のなかで世界と自己とを「信じる」ことをめ

ぐる問いに貫かれている（Hua. XXVII, 3）。さらに後年の『デカルト的省察』（1931 年）は、

事実性のなかでの世界の意味をめぐる問題を現象学の課題に組み入れているし（Hua. I, 

182）、『ヨーロッパ諸科学の危機と超越論的現象学〔＝危機〕』（1936 年）は、この世界を

生きる「意味」にかかわる理性信仰の観点から生活世界論を構想している（Hua. VI, 4）21。

フッサールにおける「理性批判」は、さまざまな意識体験の絡み合いを解きほぐしながら、

「認識」から「行為」を介して「信仰」へと現象学的考察の視点を推移させている22。 

 

 

                                                                                                                                                     
見なすようなプラグマティズムの真理観に与しているわけでもない。ジェームズの次の文章は、プ

ラグマティズムの真理論の表現と見なされるものである。「〔…〕真理とはある種の善であり、通常

はそう思われているような、善から区別されるカテゴリーではない〔…〕。真理というのは、信仰

という点においてそれ自身が善であることを示すようなもの〔…〕なら何であれ冠せられるものの

名前である」（James 1975, 42）。しかし、ジェームズからの強い影響を受けたフッサールが、どこ

までプラグマティズムとは異なる真理論を構想していたかは、慎重な検討を要する課題である。 
19 「理性信仰。この世界が人間の目的に「適っている」ということの最低限の実在的な可能性を手

にするならば、こうした推定性（Vermutlichkeit）を確実性のように受けとり、それに従って行為し

なければならない」（Hua. XLII, 317 Anmk. Vgl. XXXV, 304 Anmk.）。フッサールの要請論や理性信仰

に着目した研究は少ないが、以下の研究は興味深いアプローチである。ケルンは、「事実性」の問

いを解明する方法として「実践理性の要請」が用いられていることを指摘している（Kern 1964, 

293-303）。ルフトは、フッサールの要請論や理性信仰の最終的主張を「世界を意味あるものと（認

識によって）見なすことはそれ自身において道徳的な義務である」と解釈する （Luft 2007, 384）。

武内は、フッサールにおける魂の不死性の議論が世代性と結びつくと指摘している（武内 2010, 注

16）。 
20 とりわけ、1923 年の二つの草稿「普遍的認識という目標はそもそも無意味ではないのか」（Hua. 

VIII, 336-355）と「生の価値、世界の価値。倫理（徳）と幸福」（Hua. XLII, 297-333）は重要である。 
21 『デカルト的省察』では、現象学に依拠する「形而上学」が、「死や運命などの偶然的な事実性

をめぐるあらゆる問題」を「倫理的-宗教的な問題」として扱うとされている（Hua. I, 182）。『危機』

では、「理性がいつも非理性に転じ、善き行いが災厄になるはずだとするならば、世界と世界のう

ちの人間の存在は、真に意味をもちうるのであろうか」（Hua. VI, 4）という問いが著作全体を導い

ている。 
22 カントの批判哲学の体系にあえて擬えるならば、『イデーン I』に第一批判、『改造』論文に第二

批判、『危機』に第三批判という役割をあてがうことができるであろう。  
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結び 

  

 ハイデガーがなおざりにした「批判」が、フッサール現象学の推進力になっていること

を確認してきた。フッサールはカントの批判哲学をたんに模倣したわけではなく、「現象

学的解釈」を通じて現代哲学の議論に引き入れている。そこでは、「現象界」と対比され

る「叡智界」ではなく、あくまでも「この世界を信仰すること」が主題になっている。こ

の世界の存在は、日常においてもっとも自明とされているが、にもかかわらず、あえて信

仰されねばならないものである23。このような論点こそが、フッサールを現代哲学に位置

づけているように思われる。ムーアは「常識の擁護」（1925 年）や「外界の証明」（1939

年）において、「私の身体が生まれるはるか以前にも地球が存在していた」「物質的事物が

存在する」などの命題（いわゆるムーア命題）の確実性を、懐疑論から擁護している（Moore 

1925; 1939）。さらに最晩年のウィトゲンシュタインは遺稿『確実性について』で、そうし

た命題が言語ゲームの基盤となる世界像を表明するもの（世界像命題）であると考えてい

る（Wittgenstein 1969）24。そうした命題の確実性は、通常の経験命題とは異なって、経験

による正当化の手続きが不明であるにもかかわらず、とにかくそうなっているという独自

の疑いえなさをもっている。 

 

事実上は疑いが差し挟まれないものが確実なものであるということが、科学的探究の論理の一部

となっている（Wittgenstein 1969, 342）。 

 

ただしこれは、われわれはすべてを探究できるわけではないので、想定で満足せざるをえない、

という意味ではない。ドアを開けようとするからには、蝶番が固定されていなければならない

（Wittgenstein 1969, 343）。 

 

 世界の存在はその根拠が完全に示されるわけではなく、せいぜいその蓋然性が指摘され

るだけかもしれない25。にもかかわらず、その確実性は、科学を含めた日常の実践のなか

で前提されており、その支えがなくてはそもそも実践がなりたちえない。しかも、ウィト

ゲンシュタインの考察はたんなる知識論を超えて、「決断」や「態度」などを扱う行為論

の文脈へと導かれており、世界の存在の確実性は、われわれの態度との関連において考察

される26。超越論的観念論を掲げるフッサールと観念論の論駁を試みるウィトゲンシュタ

                                                   
23 田口は、ある程度の確かさを信じることで日常生活が成り立つさまざまな場面を、現象学的に記

述している（田口 2014, 30-59）。 
24 この著作からの引用に際しては、断片の番号を表記する。 
25 確実性と蓋然性の関係は、以下のように問題化されている。「こうしたことを絶対に確信するこ

とはしないで、その蓋然性は非常に高いから疑っても意味がない、とだけ言う人びとのことを想像

してみよう。〔…〕この人たちの生活はわれわれの生活とどう違うのだろうか」（Wittgenstein 1969, 

338）。 
26 「知ることは決意と似ているということが、ここで示されていないだろうか」（Wittgenstein 1969, 

362）。「完全な確実性はその人の態度にのみ関係している」（Wittgenstein 1969, 404）。世界像命題の

確実性は、それをとにかく確実なものとして振る舞うという事実に関係づけられる。 
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インとが、表面上の相違にもかかわらず、問題意識を深く共有していることは明らかであ

る。両者が「知りえないもの」「語りえないもの」という批判哲学の論点を分かち合って

いることが、その背景にあるのかもしれない。  

 しかしフッサールの考察は、知識に対する行為の事実上の先行性を照射するのみならず、

実践理性の観点から要請される「倫理」というかたちで、生き方の様式について語ること

に力点を置いている27。世界の確実性に疑念をもつ者は、つまり超越論的観念論を引き受

けて生きる者は、いかなる生き方をしているのであろうか28。超越論的観念論は、知覚経

験の不完全性を明らかにしたうえで、実在世界の完全な所与性を理念として特徴づけてい

る。このような洞察を獲得する者は、実在世界の存在を自明なものとする独断主義にも、

その不可知性を強調する懐疑主義にも陥ることなく、認識のうえでの「慎ましさ」という

徳をもつ者として特徴づけることができる（Jacobs 2013）。世界の不確かさを踏まえて慎ま

しさのなかに生きる者は、自分の信念が間違っている可能性につねに敏感であるだろう。

さらには、われわれは、この世界が確実に存在するかのように振る舞うかぎりにおいて、

行為のうえでの「大胆さ」を示すことになる。というのも、観念論的洞察を抱えながら生

きる者は、不可解なものに向けてみずからの生を「試す」ことになるからである 29。慎ま

しさと大胆さという徳をもつ者は、みずからの生を試すことでみずからの信念が刷新され

ることに開かれている。フッサールはこのような「刷新の生」を「倫理的生」と特徴づけ

ている（Hua. XXVII, 42）。こうして、知らないことを知らないとしながら、なおもそのな

かを生き抜くような哲学者の生き方が讃えられる30。「生き方としての哲学」31にかかわる

こうした論述のうちに、フッサールの批判哲学の到達点があるように思われる。  

 

 

※本稿は科学研究費補助金・基盤研究（C）「生き方をめぐる現代倫理学の統合的研究」に

よる研究成果の一部である。 

 

 

 

                                                   
27 当初は「語りえないもの」とされていた哲学者の生き方が主題となることについては、拙論で詳

しく論じたことがある（吉川 2009）。 
28 世界の確実性を自明なものとしない態度は、テキストの上では哲学者の、とりわけ現象学者の態

度ということになる。しかし、そのような態度やそれにかかわる徳をもつのは、かならずしも哲学

者である必要はない。 
29 こうした文脈において「試すこと（Probieren）」や「試み（Versuch）」という表現が用いられる（Hua. 

VIII, 351-352）。 
30 こうした哲学者像は、初期プラトンが描いたソクラテスを想起させる。周知のように、ソクラテ

スは「知らないことは、知らないと思う」という態度を貫いたうえで、生と死のどちらがよいかわ

からないとして、恐れることなく死へと赴いて行く（Plato Apology, 21D; 42）。 
31 現代哲学においては珍しいことだが、フッサールは哲学をたんなる理論や議論としてではなく、

生き方の水準において理解しようとしていた。ヘレニズムを中心とする古代哲学に「生き方として

の哲学」という問題系を見いだしたアドは、フッサールのアウグスティヌス理解にもその継承を読

み取っている（Hadot 2003, 65-66）。アドの影響を受けたフーコーも、哲学者における「自己への配

慮」を考察する文脈において、フッサールに言及している（Foucault 2001, 29; 443〔＝2004, 36; 517〕）。 
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時間と生をめぐって 

―ハイデガーとフッサール― 

 

宮原 勇（名古屋大学） 

 

 

思索していると、あたかもヘラクレイトスが 

      そばに立っているようなときが何度もある1。 

   ―ハイデガー 

 

 

０．はじめに ―ハイデガーは何を問い続けたのか― 

 

 晩年になっても「現象学」という立場を結局は捨てずに、しかも存在の問いを問い続け

たハイデガーは、そもそもその存在という概念でもってなにを探求しようとしたのだろう

か。存在と時間との間の根源的関係を解明しようとしたとするならば、どのような洞察に

たどり着いたのだろうか。 

 存在の意味への問いということで、様々に理解される存在の意味を統一的に理解するこ

とが目指されていたとしよう。存在の意味を統一的に理解することとは、いったいどのよ

うなことなのか。まずは、若きハイデガーが影響を受けた2というブレンターノの著作を見

よう。 

 ブレンターノは、その著作 Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles (1862)では、

カテゴリーによって分類された ὄν の系統図を描いている。それによれば、まず最初に

οὐσία と συμβεβηκός とが分けられている。それからの下位区分は後者の再分類化がなさ

れるだけであって、οὐσία それ自体がさらに分類されるということはない。そして、十あ

るカテゴリーの順番は形而上学的に意味のあるものとして順序を付けられている 3。そして、

その第一のカテゴリーを οὐσία とする。οὐσία と残りの他のカテゴリーとの関係は、第一

のカテゴリーが存在者（Seinendes）そのものであるのに対して、他の残りのカテゴリーは、

その第一のカテゴリーについて語られるカテゴリーであるという点にあり、それらはある

                                                   
1 Walter Schulz に語った言葉。Werner Beierwaltes, Heideggers Rückgang zu den Griechen , Verlag der Bayerischen 

Akademie der Wissenschaften, München, 1995, S.5. Beierwaltes によれば、『存在と時間』以降のハイデガ

ーにとって、思索の導きとなったのは、Vorsokratiker たちであったという。特にヘラクレイトスで

あったという。「彼らたちのみが、根源的で、原初的で、従って、本質的な問いと思索とを呈示し

てくれる」（S.6）からである。ハイデガーは、「ギリシア的なものをよりギリシア的に思索するこ

と」を目指したという。 
2 Vgl. Martin Heidegger, Mein Weg in die Phänomenologie (1963), in: Zur Sache des Denkens, Max Niemeyer 

Verlag, Tübingen, 1969, S.81. 
3 10 個のカテゴリーの配列順は、οὐσία, ποιόν, ποσόν, ποιεῖν, πάσχειν, ἔχειν κεῖσθαι, πού, ποτέ, 

πρός τι である。カテゴリーによって分類された ὄν の系統図は、下記にある。Franz Brentano, Von der 

mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles  (1862), Georg Olms Verlag, Hildesheim, 1984, S.177.  
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種のアナロジーで ὄν と言われるにすぎないものであるという。 

 

 したがって、すぐれた意味で存在すると言われるものは実体（Substanz）であり、単なる何か

ではない。そうではなくて、端的に存在するものである。［中略］実体こそ、存在するもののす

べてのなかで、あらゆる仕方で、第一のものである。概念に関して、認識に関して、時間に関

して、第一のものである。 

 

そして、 

 

いまや形而上学が、存在者そのものについての学であるならば、その中心的研究対象は、実体

であろう4。 

 

ここで言う実体（Substanz）とは、もちろん οὐσία であるが、それはまさに ὄν の最たる

ものである。いったいこの οὐσία とはどのようなものなのか。その探求が必要というので

ある。 

 この οὐσία をハイデガーは『形而上学入門』では、An-wesen と訳し、次のような二つの

事態を区別する。 

 

｢存在｣はギリシア人にとって二重の意味で存続性（Ständigkeit）を言い表している。 

1. 発‐生しつつあることとしての自己の‐中に‐立つこと（das In-sich-stehen als Ent-stehend）。

（自然 φύσις） 

2. だが、そのようなものとして｢存続的｣であり、つまり、とどまりつつ、滞在することなので

ある。（ウーシア οὐσία）5 

 

このように φύσις としても οὐσία としても、ギリシア人たちにおいては、何らかの｢存

続性｣、つまり恒常的に目の前に横たわっているもの6が理解されているという。そのよう

に＜恒常的、あるいは「存続的」現前（Anwesen）＞として｢存在｣を理解する端緒からは、

｢基体｣（ὑποκείμενον）としての subiectum から＜わたしの表象作用の中でのみ、そして

わたしの表象作用を通じてわたしに向かって投げられたもの＞という意味での、「表象の

立場」からの obiectum へ転化する歴史が続く。ハイデガーが追い求めたものは、そのよう

な道筋ではない。そのように、実体へと繋がる＜恒常的、あるいは「存続的」現前＞では

なく、自ら発生し、生成するような、生き生きとした立ち現れとしての現前なる事態であ

る。 

 

 もう一度、『存在と時間』において、οὐσία に触れられている箇所を確認したい。 

                                                   
4 Ebd., S.219f. 
5 Martin Heidegger, Einführung in die Metaphysik, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1976, S.48. 
6 Vgl. Martin Heidegger, Zollikoner Seminare, herausgegeben von Medard Boss, Vittorio Klostermann, 2006, 

S.152f. 
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 存在者の存在についての古代の解釈は、｢世界｣あるいは広い意味での｢自然｣に定位しており、

実際、存在の理解を｢時間｣から獲得してきたのである。［中略］古代の存在論においては、存在

の意味が｢臨前｣（παρουσία）、ないしは｢現前｣（οὐσία）として、つまり存在論的、＜とき＞的

には｢現前性｣（Anwesenheit）を意味するものによって規定されているという事情である。［中略］

ということは、とりもなおさず、それはある特定の時間様態である｢現在｣（Gegenwart）を考慮

して理解されているということなのである7。 

 

ここでの Anwesenheit とは、temporal な規定として語られており、不変な形で恒常的に現

前している、いわば「脱時間的」な有り様を指し示しているのではない。｢臨前｣（παρουσία）

とは、Adventus であるから、そこにずっと現前しているという意味ではない。｢到着する

こと｣、「現前するようになること」である。時間的変化がそこには込められている。Anwesen

は ständiges Anwesen という意味で、materia としての物質か、あるいはその逆の forma とし

てのイデアへと繋がる筋道か、あるいはさらに Anwesung という動的な事態を意味する道

筋が絡んでいる8。 

 われわれは、ハイデガーが生涯を懸けて目指した道、つまりあくまでも「時間」という

視点から｢存在｣を問う姿勢を追究してみたい9。それは、まさに時間的な出来事として＜存

在者が存在するようになる、現れる、出現する＞といった事態の解明である。本論文では、

そのような時間的プロセスを｢現出｣（Erscheinung）と呼ぶことにする。 

 もちろん、存在者が存在するようになるといった場合、その存在者とはわれわれ人間存

在、言い換えると主体としての存在ではない。あくまでも、＜対象＞存在に対応するもの

である。｢対象の対象性｣としての存在は、ハイデガーにおいては、これから見るようにヘ

ラクレイトスを論ずることを通じて、｢立ち現れる｣こととして捉え直された。われわれは

それを、前述の「現出」なる概念に、時間性を明示的に付加して、暫定的に「時間的現出」

としておく。 

 そしてわれわれは、最終的には、このような φύσις としての「時間的現出」の根底には、

＜生ける自然＞の経験が潜んでいることを明らかにしたい。 

 とはいえ、「対象の対象性」を、フッサールに倣って根本的に時間的動向が骨格を成す

＜現出＞なる概念で言い換えたとしても、ハイデガーにおいては｢意識｣や「主観性」とい

った要素は、拒絶されている。現出や、立ち現れを語るにしても、＜主観に対して現前す

る＞とか、＜意識に対して現出する＞という与格（dativus）の主観を伴った表現は見いだ

せない。現存在（Dasein）の Da こそがそのような与格性を示しているのであろうか。ハ

                                                   
7 Martin Heidegger, Sein und Zeit, Max Niemeyer, Tübingen, 1927, S.25. 
8 詳しくは、拙論「序論 ハイデガーの根本的視座」、特に第 2 節を参照のこと。宮原勇編『ハイデ

ガー「存在と時間」を学ぶ人のために』世界思想社（2012）、6-20 頁。 
9 ハイデガーは 1962 年の講演では下記のように言っている。「存在は西洋、ヨーロッパの思索の初

期以来、今日まで、Anwesen と同じことを言っている。Anwesen、つまり Anwesenheit ということか

ら Gegenwart が見えてくる。この Gegenwart は、通常の考えでは、Vergangenheit と Zukunft ととも

に、時間の特徴を形成しているという。存在は、Anwesenheit として時間によって規定される」（Martin 

Heidegger, Zeit und Sein (1963), in: Zur Sache des Denkens, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1969, S.2）。 
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イデガーは＜主観‐存在＞自体を問うことの怠り（Versäumnis）を指摘するが、そういう

ハイデガー自身の思索では Anwesenや φύσιςの根源的意味が＜立ち現れること＞だとする

と、それに立ち会う主観は一切考えられないのだろうか。 

 そこでまずわれわれは、対象の成立の時間的プロセスを綿密に分析したフッサールの初

期時間論を検討することとする。フッサールは、当初は時間的に移り変わる対象がいかな

るプロセスにおいて成立するかを解明しようとしたのであるが、時間的対象以外の対象も

根本において認識作用による構成のプロセスにおいて成立してきたものであるとするな

らば、そもそもが非時間的対象といったものは存在しないのであり、あらゆる対象に関す

る一般的理論という意味を持つに至った。全ての対象を「時間の相の下に」見ようとした

この時間論講義において皮肉なことに「時間的対象を根源的に構成するという時間的構成

意識」自体は、時間の中には無いものであるという。つまり根源的時間意識自体の「非時

間性」というテーゼが立てられた。このようにして問題化した、衝撃的テーマ、つまり＜

根源的に構成する絶対的時間意識＞の｢無時間性｣という問題では、まさに時間的現出に立

ち会う認識主観そのものの「非時間的」あり方が問われるようになったのである。 

 

 

１．フッサール初期時間論のアポリア 

  

1.1 フッサール認識論の基本概念 

 まずわれわれは、Husserliana, Bd.X10の時間論がいかなる認識論的枠組みの中で論じられ

ているかを明示しておかねばならない。そして、その内的時間意識の分析を通じて、その

ような認識論的枠組み、言い換えれば認識論的スキームが崩壊し始めるのである。下記の

基本概念は、『論理学研究』初版の 1900/01 年以降、そして『純粋現象学および現象学的

哲学の諸構想（イデーン）』第一巻 1913 年に至るまでの時期の認識論上のスキームである。

下記の基本概念は、擬似的に公理系の形式で呈示することにする。場合によっては自明な

項目もあるが、そのような項目を掲げるのも、いかなる前提が潜んでいるかを明らかにす

るためである。 

 

I. 人間の認識活動を志向性、ないしは志向作用という。 

 

                                                   
10 フッサールは、『論理学研究』（1900/1901）において、われわれの認識活動を＜客観と主観との相

関関係＞という視点で考察する方法を提唱し、認識においてわれわれの意識の内部に形成される認

識内容がどのような認知プロセスによって生成するかを解明しようとした。彼はそのような新たな

方法を駆使して、1904 年から 1905 年にかけて、知覚、想像、時間、空間といった事柄に関する分

析を行った。その時期の講義録や草稿のほとんどは、没後刊行されはじめた全集 Husserliana のそ

れぞれの巻として公刊されている。しかし、その中の時間論に関しては、生前すでに弟子の Edith 

Stein と Martin Heidegger によって編集され、Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung ,  Bd.IX, 

1928 において刊行されていた。しかし、このテキストはどのような草稿からどのような方針で構

成されたのか明確ではなく、テキスト内部の整合性や図表の表記の仕方などに問題があった。戦後、

1966 年に Husserliana, Bd.X として Rudolf  Boehm の編纂にて、1893 年から 1917 年までに書かれた時

間に関する包括的なテキスト群が刊行され、この時期の時間論の全貌が垣間見られるようになった。 
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II. 志向作用には、それぞれ対象が対応するとともに、そのような志向作用によって意識内に生

じた表象、あるいは意識内容が対応している。つまり、作用‐内容‐対象という三項関係が

想定されている。 

 

III. 志向性には、「現在化」（Gegenwärtigung）と「現前化」（Vergegenwärtigung）の区別がある。

現在化という志向作用のグループには、知覚が含まれ、現前化のグループには、記憶（長期記

憶としての想起）や想像が含まれる。 

 

IV. 記憶には第一次記憶（短期記憶）と第二次記憶（長期記憶）がある。前者は｢過去把持｣（Retention）

11といい、後者は｢想起｣（Wiedererinnerung）という。 

 

V. 外界の様々な事象やわれわれの意識の内部に生起する心の活動や感情などをみな｢現象｣

（Phänomenon）という。それに対して、｢現出｣（Erscheinung）といった場合、＜～が現出する

＞といった動詞表現を念頭に置いて使用され、その場合の対象は｢現出するもの｣（das 

Erscheinende）と表現され、｢現出｣（Erscheinung）自体は、そのようにして現出している｢現象｣

そのものを指す。 

 

VI. 時間的に変化する対象に関して、連続体（Kontinuum）とは、始まりと終わりをもつひとま

とまりの対象をいい、それを形成する部分を位相（Phase）という。さらにそれぞれの連続体

は、時間位置（Zeitstelle）、言い換えれば時点から成っている。時点は、幾何学的点とは異なり

一定の可変的幅がある。連続体とその位相との関係は相対的であり、全体と部分の関係に当た

る。 

 

VII. 時間には三つの時制がある。即ち、過去、現在、未来である。 

 

VIII. 過去に関して、過去把持と想起の区別があるように、未来に関しては、未来把持（Protention）

と予期（Erwartung）の区別がある。 

 

IX. 認識とは、意識の内部に対象に関する認識内容を｢構成｣（Konstitution）する働きである。そ

のようなプロセス自体を＜対象を構成する＞作用とも表現する。そのような構成のプロセスは、

感覚が与えられる段階と、そのような感覚に＜意味を付与する＞（Sinngebung）働きとから成

っている。後者の段階の作用を「統握」（Auffassung）と呼ぶ。 

  

 以上の基本的な概念やテーゼを前提にし、フッサールの『時間講義』での下記の諸問題

を整合的に説明できるか検討することとする。ここで｢前提｣という表現を使用したが、あ

くまでも暫定的前提であり、問題の解明が困難になった場合には、上記の基本図式の変更

                                                   
11 「過去把持」という概念自体、この時間論講義において出現したのであり、この時間論講義が前

提していたとはいえない。 
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が必要になる可能性がある。 

 

1.2 同時性の問題 

 現象学は根本的には、対象の認識を志向性ととらえ、その分析をするのだが、時間的対

象の構成の分析に際して、それ自体が時間的に経過する現象である志向的作用の働きによ

って理解しようとすること自体、大きな困難に直面する。時間的対象の構成の問題とその

ような構成を遂行する志向作用自体の時間性の構成という二つの問題を抱え込むことに

なるからである。 

 一般的に言って、対象を構成する志向作用とは常に現在時制において機能する。現に存

在する対象（あるいは現在持続している時間対象）の構成に関しては、それを構成する志

向作用は、対象の時制と合致し、同時性が確保される。具体的には、知覚といった現在化

（Gegenwärtigung）によって、ちょうどその知覚作用が遂行されている時間帯に現に持続

している時間対象が認識される。しかし、過去や未来といった時制の場合、そのような時

間様態にある時間対象を構成する志向作用は、＜現在＞時制において遂行される。そこで、

必然的に志向作用と志向対象のそれぞれの時間性が合致しないことになる。基本的にはす

べて現在時制において時間対象が構成される12。 

 そこで現象学的時間論にとって同時性にまつわる問題は二種類あることになる。つまり、

（1）知覚においては知覚作用と知覚対象との同時性が真の意味で主張できるかという問

題と、（2）そのような同時性が成立しない記憶と予期に関して、現在において遂行される

認識作用としての記憶と予期は、それぞれの対象の時制である過去と未来というそれぞれ

の時間性格をどのように｢構成｣するのか、という問題である。＜もはやない対象＞と＜ま

だない対象＞は、どのような意味で志向性の対象となりうるのか。  

 まず（1）の問題について。前述の基本概念の IX によれば、知覚はまずは感覚与件

（sense-data）の受容と、そのような感覚与件に対しての＜意味付与＞（Sinngebung）作用

とから成っているという。そうすると、知覚のプロセスは感覚の発生、言い換えると感覚

器官における触発（Affektion）の発生時ではまだ知覚作用が始まったといえない。狭義の

知覚は、｢魂を吹き込む｣（beseelen）と表現される意味付与作用が開始されて初めて知覚プ

ロセスが開始されるはずである。あるいは、＜感覚与件の受容＞＋＜能動的意味付与作用

＞という両方の位相全体を知覚と呼ぶのであろうか。  

 複数のシラブルを有する単語が発音された場合、それは時間的に変化する対象の認識の

                                                   
12 このような事態そのものは、すでに Augustinus が Confessiones Liber XI, Cap.XX にて指摘している＜

三重の現前＞という事態である。つまり、時間的対象は、過去に関しては、記憶（memoria）によ

って｢過去［の事物］の現前｣（praesens de praeteritis）が確保され、現在に関しては、知覚（contuitus）

によって「現在［の事物］の現前」（praesens de praesentibus）が認識され、未来に関しては、期待

（expectatio）によって｢未来［の事物］の現前｣（praesens de futuris）が認識されるのである。つま

り、過去と未来に関しては、＜過ぎ去った事物がわれわれに現前してくるのはわれわれ自身が現在

という時制において遂行する記憶を通じてである＞し、＜未来にある事物がわれわれに現前してく

るのはわれわれ自身が現在という時制において遂行する予期を通じてである＞。ということは、対

象の時間点とそれに対応する認識作用の時制とが一致する、つまり同時性が成立するのは、現在と

知覚のみであり、他の時制に関しては一致しない。 
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例になるが、（i）客観的時間を基準とした分析、（ii）時間意識の内部での連関を考慮して

分析し、しかも同時に超越的、つまり外在的対象自体の時間性を解明しようとする場合、

（iii） 時間意識の内部での連関のみを考慮し、超越的対象を想定せず、内在的領域で認識

内容の時間性を解明する場合の三つがあり、それぞれ同時性が成立するか否かで事情が異

なる。 

 （i）の場合。外部のどこかからか聞こえてくる声は、厳密には鼓膜に刺激を与えるまで

は、広義の知覚はまだ開始されてはいず、感覚の発生自体、物理的音響の発生と完全に一

致するとはいえない。当然ながら物理的音響が開始し、持続し、消えるというそれぞれの

時点は意識に現れた＜開始‐持続‐停止＞と完全に一致するわけではない。（ii）において

超越的対象に関する触発によって生じた感覚印象が、ごくわずかの時間であっても過去把

持によって一時的に保たれていない場合には、それに対する意味付与作用が働かないので

あるから、知覚作用の内部に過去把持という時間に関する志向作用が入り込んでいる。（iii）

の場合、知覚のプロセスを広義のものとして受け取るとすると、＜感覚与件の受容＞＋＜

能動的意味付与作用＞といった認知プロセスが成立して初めて内在的認知内容としての

｢対象｣、ないしは「対象性」が成立するのである。ということは、この場合にだけ、知覚

と知覚対象の同時性が認められる13。 

 さらには、今述べたことが、未来方向にもあてはまる。 

 まず外界からの触発により印象（フッサールでは原印象 Urimpression）が生じ、それが

過去把持によって一時的に意識内にとどめ置かれ、それに対して意味付与作用によって意

味づけがなされ、一つの対象に関する把握としての｢知覚｣が生ずる。このプロセスは、知

覚の過去位相に関する構造であるが、未来方向での位相においては、未来把持（Protention）

が何らかの機能を果たすのではないか、という予想が生ずる。例えば、philosophy という

単語は phi-lo-so-phy というシラブルに分解できるが、-lo-の発音が聞こえた段階で phi-は過

去把持によって意識にとどめ置かれているが、同時にその時点ですでにリアルタイムで意

味付与がなされ、＜philosophy＞ではないかという予料（Antizipation）がなされると、次の

時点での音声的刺激への未来把持が生ずるはずである。つまり、-so-への予料である。と

いうことは、一定の時間間隔において持続する時間対象の知覚の場合、物理的音響が鳴り

終わる以前にすでに一定の知覚が成立している可能性がある。もちろん、それはあくまで

も予測であり、philo-から、-logy が続くかもしれない。その場合は、予測が破られ、変更

がなされ、修正される。未来把持の方向性、あるいは具体的な経験の予料はどのようにな

されるか、どのような動機付けがなされるかが問題である。例えば、感覚の段階での連想

（Assoziation）なのか、あるいは意味内容に関する統握（Apprehension）の働きによる予測

なのか、いくつかの可能性がある。 

 これまでの議論ですでに密かに問題化していたのは、過去把持や未来把持という作用は、

端的に｢志向性｣と言われうるのだろうか、という問いである。  

 フッサール自身も認めているように14、過去把持は、志向性であるがかなり奇妙な構造

                                                   
13 Husserliana, Bd.X, S.109ff., Beilage V. 
14 Husserliana, Bd.X, S.31ff., §12. 
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を持っている。過去把持は、知覚と同様に現在野（Präsenzfeld）に中に位置づけられるが、

それ自体、措定的作用なのであるのか、措定的性格を有するのか問題である。未来把持に

関しても同様の事情がある。 

 

1.3 ＜同時性の否定＞と非時間性 

 Husserliana, Bd.X の編纂者 Rudolf  Boehm が、フッサールによって 1908 年から 1909 年に

かけて書かれたとする草稿（Nr. 50 草稿、Husserliana, Bd.X, S.324-334、これは Beilage V、同

S.109ff.に関係する）においてなされた立場の変更を検討する。つまり、それまで知覚（作

用）の時間と知覚されたものとの時間が同一である、あるいは感覚（作用）の時間と感覚

されたものの時間とは同一であるという＜志向作用と志向対象／志向内容との同時性＞

というそれまでのテーゼが否定されたとされる見解に関して検討する。このような見解は、

Leuven の Husserl-Archief にかかわる三人の研究者15による著作 Edmund Husserl, Darstellung seines 

Denkens, Felix Meiner, Hamburg, 1989, S.102 によって明確な形で定式化された。 

 まず、彼らの定式化を見てみよう。 

 フッサールは、それまで＜感覚作用が働く時間と感覚された対象の時間とは一致してい

る、つまり同時である＞、＜知覚作用の時間と知覚対象の時間とは同時である＞と考えて

いた。それが、1908 年 10 月から 1909 年の夏学期までの間に執筆された Nr.50 において、

立場の変更をしたという。そのテキストでは、過去把持に伴う対象の側での変様と｢時間

を構成する流れ｣をいかにして知覚するかを論じた後、次の文でもって締めくくられてい

る。 

 

 時間流が客観的運動のようにみなされることに、不合理な点はあるのだろうか。―ある。他

方、記憶［この場合、第一次記憶、つまり過去把持］もそれ自身、自らの今を有する何ものか

である。そして、例えば［ある特定の］音と同じ今を有する。―違う。ここに根本的な誤りが

潜んでいる。意識の諸様態の流れ（Fluß）は、ひとつのプロセスではない。その今‐意識はそれ

自体、今あるのではない。今‐意識と＜一緒に＞存在する、過去把持の意識は、今あるのでは

ない。それは、今と同時なのではない。同時と言ったところで、意味はない。従って、感覚は、

それで意識が理解されたならば、（内在的に持続する赤や音などの、感覚されたことではない）、

同様に、過去把持や想起や知覚などは、非時間的であり、内在的な時間の内にあるようなもの

ではない16。 

 

 つまり、時間的対象を志向する意識作用からなる｢時間を構成する意識｣自体は、｢非時

間的｣であるというのだ。なぜなのだろう。 

 もしかりに時間を構成する意識が時間の中にあるとすると、この意識を時間的なものと

して構成するような、また別な意識が必要となるからである。この議論の根底には、つぎ

のような考えが潜んでいる。すなわち、＜時間的なものとして与えられる全てのもの＞

                                                   
15 Rudolf  Bernet: 1946-, Iso Kern: 1937-, Eduard Marbach: 1943-. 
16 Husserliana, Bd.X, S.333f. 
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（alles als zeitlich Gegebene）、つまり「現出するもの」（das Erscheinende）や、さらにはそれ

らを認識する体験さえも時間的なものなのであるから、意識の中で構成される（konstituiert）

と考えているのである。 

 従って、＜究極的に構成する意識、つまり全ての構成に先立つ意識＞ 17は、意識ではあ

るが、｢時間的｣なものではない意識なのである。つまり、この時期は＜究極的に構成する

時間意識＞の非時間性が帰結した、重要な時期という18。 

 

1.4 Brough の見解 

 また、Husserliana, Bd.X 全体の英訳を刊行した John Barnett Brough が英訳に付けた詳しい

解説によれば、まず 1901 年から 1908 年までのフッサールの見解では、知覚はその内部構

造として三重性を持つという。つまり、知覚とは単に現在という点的な瞬間になされる意

識作用ではなく、対象の過去側面に対し志向的に「眼差しを向けている」し、現在側面に

対しても同様に眼差しが向けられ、そして、未来側面に対しても眼差しが向けられている。

ということは、知覚といえども、三重構造を有する志向性であるということになる。そし

て、われわれがすでにフッサールの認識論上の基本概念、ないしは図式と呼んだものの内

で IX に当たる考えを「時間意識の構成の図式的解釈」と呼び、特記している。彼の表現

だと次のようになる。 

 

 何らかの現出の様態での対象は、「もろもろの統握」、ないしは「作用‐性質」によって、意

識に内在する内容を「活性化」することで打ち立てられる19。 

 

ここでいう「内在的内容」とは、統握の働きと分離した形で考察すれば、特定の対象への

指示に関して、ニュートラルである。例えば、ピンクの色の感覚内容自体は、それがデパ

ートに置かれているマネキンの頬の色であるか否かに関しては、なにも語らないのであっ

て、対象への指示関係を限定するのは統握の働きであるというのである。そしてこの図式

を時間意識に当てはめる。そうすると、内在的感覚内容は、時間規定に関する限り、ニュ

ートラルであるとみなされる。音の感覚内容自体、今でも、過去でも、未来でもなくなる。

そのような時間規定は、時間を構成する統握によることになる。そうすると、知覚作用の

どの位相においても、一連の内在的内容が見いだされることになる。そして、そのどの位

相においても、そのような感覚内容を適切な仕方で活性化している＜時間‐構成的＞統握

が見いだされることになる。1905年の草稿による第 16節ではつぎのように書かれている。 

 

ある時間客観そのものを与えると主張するような作用［あるメロディーやあるいは一つの長

さを有する音などを知覚する志向作用―持続の長さは相対化されている］は、自らのうちに、  

                                                   
17 Ebd., S.73. 
18 Vgl. Rudolf  Bernet, Iso Kern, Eduard Marbach, Edmund Husserl, Darstellung seines Denkens, Felix Meiner, 

Hamburg, 1989, S.102f. 
19 John Barnett Brough, Translator’s Introduction, in: Edmund Husserl Collected Works, On the Phenomenology of  the 

Consciousness of  Internal Time (1893-1917), Kluver Academic Publishers, Dordrecht, 1991, p.XLIII . 
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＜今の統握（pl.）＞や＜過去の統握（pl.）＞などを含んでいるはずであり、しかも根源的に構成

する統握として含んでいるはずである20。 

 

Brough の説明では、A と B という一連の音の場合、二番目の音 B が知覚される場合、そ

の知覚位相は、時間構成作用である「今の統握」（Husserliana, Bd.X, S.230）によって活性化

されている内容、ないしは「感覚」を含むことになる。そのような統握によって、B に関

する今‐知覚が構成される。その時、ちょうど過ぎ去ったばかりの最初の音 A を対象とす

る第一次記憶は、時間構成作用である「過去の統握」（Husserliana, Bd.X, S.232）によって、

内容 A が活性化されることを通じて構成されることになる。そして、最後には、これから

起こることに関する第一次予期が、「未来の統握」によって、構成される。今‐知覚、第

一次記憶、第一次予期という、それぞれの知覚位相に属する三重の志向性がこのようにし

て構成されるという。そうなると、一定の時間的延長を有する時間的対象の知覚の場合、

（1）感覚内容（pl.）から成る連続体と（2）時間構成的統握（pl.）から成る連続体、そし

て（3）時間的対象がどのような種類の対象であるかを規定する、対象そのものを構成す

る非時間的統握がある。 

 このような説明図式は、あるメロディーやあるいは一つの長さを有する音などを知覚す

る志向作用を説明するために考え出されたものであるが、そういった知覚作用自体、ひと

つの時間客観であり、時間的延長を有することを 1905 年の草稿ですでにフッサールは書

いていた。しかし、フッサールは 1909 年「絶対的意識」なる概念を導入してそれを説明

しようとするまで、そのような性質を等閑視していたという。  

 実は、大変難しい問題が生ずる。ある時間客観の知覚自体が、時間客観であり、それが

今‐知覚として時間的特性を有する限り、あるいは少なくとも＜現在＞という意識を伴う

限り、何らかの「時間構成作用」が必要となるのだろうか、という問題である。言いかえ

ると、知覚自体を対象とする、謂わば「反省的」知覚作用は上述の図式に対応した構造を

有しているのだろうか。あるいは、内在的な時間客観としての感覚内容自体も認識できる

として、そのような認識作用はどのようなものなのか。それは、現在時に生ずる時間客観

に対する志向作用なのであるから、知覚でなければならない。とすると、やはり無限遡行

に陥る。それを避けるために、そういった知覚作用などを対象とする、何らかの「気づき」

の働きを考える。そのような気づきは、もうそれ以上背後へは遡行できないような「深い」

レベルの次元であり、「絶対的」次元であるという。  

 Bernet の推定では 1909 年に書かれた短い草稿である Husserliana, Bd.X の Nr.4821では、時

間意識の図式＜活性化する統握‐意識内に存在する感覚内容＞が維持できないことを示

唆している。 

                                                   
20 Husserliana, Bd.X, S.39. 
21 Bernet は Husserliana, Bd.X を構成している草稿を、その執筆時期と思想的変化を加味して、４つ

のグルーブに分けている。そのグループ 4（1909-1911 年に執筆された）の最初に位置する草稿が

この Nr.48 である。そして、このグルーブ 4 では、図式＜活性化する統握‐意識内に存在する感覚

内容＞が過去把持に対して適用できるかどうかを論じている。Vgl. Rudolf  Bernet, Einleitung, in: 

Edmund Husserl, Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins , Felix Meiner Verlag, Hamburg, 2013, S.XLVIIIff.  
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 Husserliana, Bd.X における最終的な＜時間意識の理論＞とは、どういうものであるのか。

まず意識作用自体について何らかの仕方で気づく、謂わば反省的次元を「絶対的流れ」と

し、意識作用以外を志向的対象とする、通常の知覚作用は、そのような「絶対的流れ」が

時間的に構成する内在的時間客観として位置づけられることになる。また、先に述べた三

重の志向性は、その枠組み自体は保持されながらも、それは今述べた「絶対的流れのアク

チュアルな位相」のどれも、今‐知覚、第一次記憶、第一次予期といった三重の志向性を

有するという。 

 そもそもそれ自体が内在的時間客観である、それぞれの意識作用を反省的作用によって

把握するといっても、その際に＜統握‐統握内容＞という図式はあてはまらない。という

のも、「絶対的意識のレベルには、［対象の繋がるような］内容がない」からである。過去

把持という意識作用は、これもまたひとつの内在的時間客観であるが、それは、絶対的流

れのアクチュアルな位相において何らかの形で現前している［感覚］内容を記憶的統握に

よって活性化することで構成されるといったものではない。というのも、そもそもそのよ

うな「内容」がないのであるから。そして、フッサールは、最後の番号が振られた草稿

Nr.54 で次のように述べている。まずフッサールは、「先現象的、先内在的時間性は、時間

構成的意識の形式として、志向的に自らを構成している」と、述べた後で、時間構成的意

識はそればかりではなく、＜絶対的流れの自己現出＞の可能性を語っている。  

  

 内在的時間を構成する意識の流れは次のようになっている。「その流れの中で、必然的に、流

れの自己現出（eine Selbsterscheinung des Flusses）が存立しており、従って、その流れ自体必然的

に流れることの中で（im Fließen）把握可能であるはずである。この流れの自己現出と言っても、

第二番目の流れを必要とするわけではない。流れは、現象（Phänomen）として自らを構成して

いる。構成するものと構成されるものとは、合致するが、当然のことながら、どんな観点から

でも互いに合致するわけではない22。」 

 

1.5 Gerlach の批判 

 しかし、Stefan Gerlach が、論文 Ist das Bewusstsein mit sich und seinen Gegenständen zugleich?, 

Zu Husserls Modifikation der Zeittheorie um 1909 にて、Bernet や Brough の主張に見られるよ

うにフッサールは、何らかの立場の変更を行ったという見解を次のように批判した 23。 

  

 （1909 年以降見られる）＜絶対的＞時間流についてのフッサールの新しいテーゼは、［それま

での］意識の時間性に関するテーゼを撤回させるものでもなければ、意識と意識内部において

現前する時間的客観との同時性というテーゼを撤回するものでもない。ただ表現を変えたにす

ぎない。Nr.50 のテキストの中には、その件に関する議論は見いだされず、別の種類のいくつか

の問題が見いだされるのみである。［中略］それらの問題というのは、フッサールを、絶対的意

                                                   
22 Husserliana, Bd.X, S.381f. 
23 Stefan Gerlach, Ist das Bewusstsein mit sich und seinen Gegenständen zugleich?, Zu Husserls 
Modifikation der Zeittheorie um 1909, in: Zeitschrift für philosophische Forschung , Band 67 (2013), 3, S.396ff. 
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識流の導入によって、主観的意識時間に関する彼のテーゼを変容させ、すべての時間関係の新

たな基礎付けをするように向かわせた問題である24。 

 

つまり、意識と時間客観との同時性か非同時性かという単純な選択ではなく、別次元へ

の展開がなされたという。 

 まず同時性に関しては、過去把持における意識作用と対象に関して言えば、「単純で完

全な同時性」のテーゼは考えられず、そのような主張をしてもこの『時間講義』全体の基

本的考えを破壊してしまうものだという25。 

 また、知覚に関しては、Edith Stein が付けた Beilage V のタイトル「知覚と知覚されたも

のとの同時性」は「非同時性」とした方がよいという。そのような同時性のテーゼは、一

般的な形ではフッサールにおいて主張されてはいないとする。  

 そして、「絶対的時間流」に関しては、1909 年から 1911 年にかけて書かれたと Bernet

によって推定された Nr.50 の草稿ではじめて、意識の非時間性が発見されたとするのも、

誤解であるという。「絶対的流れは、時間の中にはないけれど、時間の流れとの関係は持

っている」という。フッサールのいう「絶対的流れ」は内在的体験流の「形式」（Form）

であり、流れの比喩を使って言うならば、＜具体的な感覚与件から成る実際の感覚流の流

れが、その上を流れ去って行く「河床」（Flussbett）＞26であるという。とは言え、「河床」

はその上を流れる水がなくなったら、その存在意味がなくなるのと同様に、「絶対的流れ」

は形式として、内容とは独立に存立し得ない。そして、その具体的流れの独自なあり方は、

＜過去把持‐原印象‐未来把持＞という三相性の内部構造を持つ「水平方向の志向性」（die 

Längsintentionalität）27で十分表現されているのであり、そのような構造契機が持続や変化、

連続性といった主観的現象を可能にする条件となっている。そして、その形式的構造自体

としての「絶対的流れ」は、フッサールの表現で言えば、「自己現出」という事態で十分

だとする。そして、最終的に Gerlach は次のように結論づける。 

  

 フッサールが、一方では、［感覚的］クオリアを有することとそれを意識することとの同時性

                                                   
24 Ebd., S.398. 
25 Ebd., S.404. 
26 Ebd., S.423. 
27 Längsintentionalität に関しては、Brough の英訳 a horizontal intentionality に従って「水平方向の志向

性」と訳す。「流れに沿って長い方向に走る」ことを示唆しているという。lengthwise を単純に「縦

方向」と訳すわけにはいかない。縦‐横は相対的なものであるから、90 度転回したら、逆になる。

ネット上では、bigfoot の足跡の分析に際して次のような記述が見つかった。Area "C" is located on the 

right side of the left foot. Notice that the ridges run lengthwise along the side of the foot. T his longitudinal 

flow of the ridges is not found in the human or known non-human primate. 左足の右側面に＜その側面に

沿う形で、隆起している筋がずっと長く走っている＞という意味で、それがこの筋の this longitudinal 

flow という表現で承けている。足の裏の写真とともにこのような記述があるのだが、lengthwise は、

なにか基準となる方向があり、それを遮り、直角に交わる方向ではなく、それに平行な方向を指し

示す場合に使用されると言ってよい。フッサールの時間のダイアグラムの場合、縦軸と横軸は 90

度回転することがないため、縦と横とは、それぞれ垂直と水平に対応する。längs-ないしは lengthwise

を「縦」という表現で訳すと、誤解を生ずるので「水平方向」という表現を使用することにする。
Cf. John Barnett Brough, Translator’s note, in: Edmund Husserl Collected Works, On the Phenomenology of  the 
Consciousness of  Internal Time (1893-1917), Kluver Academic Publishers, Dordrecht, 1991, p.85.  
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でもって言い表そうとしたことと、時間的に流れ去るものと対比して絶対的意識流の非時間性

ということで言い表そうとしたこととは、同じ事柄の異なった側面に過ぎない。フッサールが、

絶対的意識流という概念を用語として導入したことで、時間講義の中ですでに［絶対的時間流

という用語を導入するまでの時期の講義、ないしは草稿］本質的に形作られた形態で呈示され

た、時間意識に関する自分の根本的見解を見直したのは、名称上のことであって、事柄に関し

て見直したわけでもなく、ましてや唯一の重要な観点で再検討したわけではない28。 

 

 結局われわれは以上の議論から下記の事項を学び取ることができるだろう。  

 まず、同時性と非同時性は、知覚作用自体の内部構造が三重化し、三相化しているので

あるから、感覚、ないしは原印象に着目するか、それとも統握による活性化に着目するか

で、知覚の成立する時点が違う。感覚という現象自体を捉えるならば、感覚を有するとい

うことと感覚を意識するということとは、分離できないはずであるから両者は必然的に同

時である。 

 ＜統握‐感覚内容＞という図式自体は、時間意識の分析に際してその有効性が失われた

ということはない。そもそも、この時期以降の『イデーン I』（1913 年刊行）では、sinngebender 

Akt と sensuelle Hylé との二相性として、カント主義的図式の中で、よりいっそう鮮明に維

持されていくのである29。 

 ＜時間を構成する絶対的意識流＞の存在自体、最終的には「自己現出化」によって、意

識に対して立ち現れるということは、そのような根源的なレベルを探り当てたという大い

なる意義はあるが、理屈としては＜現出の現出＞の無限反復を回避する方策という意味が

ある。絶対的意識流とは、それ自身 unzeitlich であるというテーゼは、哲学の中での時間論

で絶えず語られてきた the specious present が nunc stans としてそれ自身、時間的流れから免

れているという事態である。アウグスティヌスの三重の現在も同様であり、McTaggart の

いう A 系列自体、根源的現在時制が the specious present において、自己現前化しなければ

成立し得ない30。そして、それは流れる具体的な感覚的内容を含んだ流れとともに、一緒

に流れてしまえば、それによって流れるということがわかる基準も引き裂かれてしまうこ

となり、流れの感覚が生じ得ない。目盛り自体が、過ぎ去ってしまうのであれば、その過

ぎ去り自体どのように知るのだろうか。時間的現出を可能にする時間構成的流れが、流れ

去るといった場合、何に対して流れ去るのかがわからなくなる。しかしながら、それ自身

不活性な仕方でまったく動きがなければ、移り去るものの痕跡も残らないであろう。

Gerlach が奇しくも「河床」といったように、止まりつつあるものなのだろうが、しかし

それはその流れ去りを感じ取るセンサーの働きがなくてはならない。それは絶えず流れ去

る現実によって触発されている必要がある。絶えず触発されている、活ける「河床」なの

だろう。 

                                                   
28 Stefan Gerlach, a.a.O., S.424. 
29 この論点は、本論文の範囲ではないが、次の研究書を参照のこと。G.A. de Almeida, Sinn und Inhalt in 

der genetischen Phänomenologie E. Husserls , Phaenomenologica 47, 1974. 
30 Cf. J. Ellis McTaggart, The Unreality of  Time, in: Mind, Vol.17, No.68, pp.457-474.   
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 われわれはこれまでフッサールの時間意識の分析をたどり、特に＜統握‐感覚内容＞と

いう図式がどのように機能していたかをみた。その結果、時間意識が成立する次元の根底

には、絶えず触発されている、活ける「河床」といったものが存在する必要があるとされ

た。そこでハイデガーに戻り、ハイデガーが「知覚」の動的な構造を見事に解き明かして

くれているテキストを分析することとしよう。そこでは感覚と意味付与的統覚の関係が問

題となっている。先取り的にいえば、しかもそれがフッサールでいえば「未来把持」

（protention）の機能に帰せられるような予期的契機が分析されているのである。言い換え

れば、われわれにとって存在するものが自らを呈示してくれるようになるメカニズムが描

かれている。 

 

 

２．虚偽の「思いなし」をめぐるハイデガーの議論  

 

 ハイデガーが 1930 年代に行ったプラトンの『テアイテトス』に関する虚偽論（1931/1932

冬学期講義）を検討する。そこで問題となるのは、虚偽の「思いなし」（Meinung, δόξα）

の可能性であるが、特にわれわれは、（1）leibhaftig に gegenwärtig-haben することと（2）先

行的な表象へと関わること、つまり Vergegewärtigung という二重性を有する Gabel モデル

に注目することにする。 

 まず『テアイテトス』のテーマ、エピステーメー（ἐπιστήμη）とはなにかという問い

からはじめられる。まずは、知識の本質は知覚（感覚 αἴσθησις）なのかを問う。 

 ハイデガーによれば、ギリシア語の ἐπιστήμη とは、＜あるものに歩み近づく、ある事

柄に携わってそれに熟達している、通暁している＞（ich trete einer Sache näher, befasse mich 

damit, und zwar um ihr gerecht und gewachsen zu sein）31ことをいう。つまり、ハイデガーの用

語では verstehen に当たる。sich auf  etwas verstehen という形で使用され、「あることに精通

している、熟達している」という意味なのである。それに対して、αἴσθησις とは、具体

的には「見ること」であり、それは＜現前するもの（das Anwesende）それ自身を把握する

こと＞であり、＜存在者をその現在（Gegenwart）において把握すること＞である。それは

「現在的に持つこと」（ein Gegenwärtig-haben）であるという。あるいは、「見ること」とは、

＜あるものを、その現前性と恒常性に関して意のままにすること＞（ etwas in seiner 

Anwesenheit und Beständigkeit zur Verfügung haben）であるという。つまり、ἐπιστήμη とは、

すでに事柄を事前に熟知しているという状態をいい、αἴσθησις とはまさにその現前性に

おいて所有することを指す。このような二つの知のありようによって、例えば風貌が似て

いるソクラテスとテアイテトスを取り違え、テアイテトスをソクラテスだと看做す「虚偽

の思いなし」（ψευδὴς δόξα）がなされる。その場合、眼前に姿を現している人間を感覚的

知覚によってまざまざとありのままに（フッサールの用語では、 leibhaftig）把握している

ことと、以前すでに見知っていて記憶の中にとどめておいた人間の像が必要になってくる。

                                                   
31 Martin Heidegger, Gesamtausgabe, Bd.34, S.153. 
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つまり、知覚においてすでにこの二層構造がなければ、虚偽の知覚の可能性を明らかには

できない。知覚といえども、単に現在において現出している要素のみならず、何らかの「過

剰」な要素の参与がなければ ψευδὴς δόξα の成立はあり得ない。そこで、ハイデガーは、

実際には講義室からは見ることができない山の山頂に立つ Feldbergturm を例に出して説明

する。すなわち、まず実際に leibhaftig にその塔を見る場合。つまり、視覚的知覚によって

＜われわれが直接的に現前する存在者をわれわれの現在において所有すること＞（wir 

haben das unmittelbar anwesende Seiende in unserer Gegenwart）、つまり Gegenwärtig-haben、な

いしは端的に Gegenwärtigen（現在化）というわれわれの＜かかわり＞（Verhalten）32がま

ずひとつ。さらにハイデガーは、それとは違ったかかわりを指摘する。すなわち、講義室

で Feldbergturm を思い出したり、想像したりする場合である。つまり、その存在者が直接

にはわれわれの「現在」には現前していない場合に、その存在者を思い出すとか、想像す

るといったことを行う、いわば＜その存在者を現在化するかかわり＞、端的に言って

Vergegenwärtigen（フッサールの用語の訳語に合わせる形で訳すと「現前化」である）とい

うかかわり方をする。これは当然のことながらわれわれが掲げたフッサールの認識論の基

本概念 III の定義に一致するが、しかしハイデガーは、これまたわれわれが確認しておい

た基本概念 II、つまりわれわれの認識作用といえどもつねにそれは何らかの対象へのかか

わりであり、なんらかの存在者へのかかわりであることを根拠に、想像したり、思い出し

たりするという「現前化」でも、単に「意識の作用」ではなくあくまでも、＜ある存在者

に対するわれわれのかかわり＞として記述しようとする。  

 以上の「現在化」と「現前化」という二つのかかわりを区別することで、やっと＜虚偽

の思いなし＞の可能性が説明できるのである。  

 ハイデガーは、虚偽でありうる思いなしの例を具体的に説明している。  

 

 ある人に遠くから出会う場合。そのように見かけられたそのものは、ある見かけを有してお

り、そのように見える。しかも、それはテアイテトスのように見える。したがって、このテア

イテトスのように見かけられたものをわれわれはテアイテトスと看做す。それは、それをちょ

っと眺め、それが呈する外見から判断して、そう看做すのである。それとは別の可能性もある。

われわれはテアイテトスを知っている。われわれは彼がこの時間にこの道をいつも来るのを予

め知っている。つまり、われわれは予めテアイテトスのことをこの、そこにあるように存在し

ている人として現前化する（vergegenwärtigen、想像する、ないしは思い起こす）のである。そし

て、さしあたっては leibhaft に与えられていないこの存在者とその様子に対して、かかわるので

ある。［略：彼がいま近づいてきている人であるかどうか、十分にはわからないけれども、しか

し、そうであるには違いないとわれわれには見えるのである。］われわれは、近づきつつある人

をテアイテトスと看做すのだが、今のところ、眺めて（つまり、現在化によって）そう看做す

のではなく、先行的に現前化すること（die vorlaufende Vergegenwärtigung）によってそう看做すの

である33。 

                                                   
32 Ebd., S.296. 
33 Ebd., S.311f.  
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つまり、「思いなし」（δόξα）の場合、Vergegenwärtigung は「先行的」、あるいは「予め」

という働き方をする。すでに過去において知っていることを現在において先駆け的に、実

際の Gegenwärtigung を追い越す形で、そのものにかかわる。過去からの想起（μνημονεύειν）

なのだが、先駆的予測という面を有している。そして、最後にそのような先行的想起と知

覚（αἴσθησις）とを比較考量する διάνοια がかかわるという。そして、結局 δόξα とは、

＜直接的現在化において出会われるものを、予め現前化した事柄と一緒に結びつけること

＞（ein Zusammengreifen des in der unmittelbaren Gegenwärtigung begegnenden mit dem im voraus 

Vergegenwärtigten）34というのである。δόξα という事態は、現在化と現前化という二つの

志向性を διάνοια によって結びつけることに特徴があり、しかも現前化とは、現在化を追

い越し、それに先行するという特徴を持つ。それを図示すれば下記のように Gabel、「二股

状の刺叉」の様な形になり、ドクサの対象を挟み撃ちにしている35。 

この Gabel の長い歯（Zinke）は、Vergegenwärtigung を表し、水平のものは Gegenwärtig-haben

を表している。そして、両方の志向性を比較考量しているのが διάνοια である。 

 ここで、ハイデガー自身、このような構造が心理作用を表現しているものと誤解しない

ようにと述べていることを承知の上で、敢えてフッサールの認識論、ないしは時間意識の

分析と対比してみよう。 

 「虚偽の思いなし」というのは、認識上の錯誤のことであるが、ハイデガーがプラトン

の分析を通して示しているのは、現在化と現前化という二種類の対象関係があり、その異

種の志向的対象関係によって、われわれの通常の対象把握は成り立っているということが

第一点。そして、さらには、その場合、現前化というのは、フッサールでもそうであった

が過去のものでも未来のものでも、あるいは想像上の対象に対しても生じうる関係である

ということ。そして、アクチュアルな現在において何ものかを知覚する際にも、知覚とは

違った種類の対象関係として、過去の事柄を想起し、そして現在の時点で対象把捉されて

いる知覚像に対して、別のイメージを呈示する現前化の働きが関与する。過去の想起が、

知覚に対して先取り的になされるのであるから、もうそれは予期ということになる。過去

の意味での「先」と未来にかかわる「先」とを両方とも含む作用として考えられている。 

 基本的には、現在化といい、現前化といい、両方とも何らかの存在者に対する＜かかわ

                                                   
34 Ebd., S.311. プラトンの表現で言えば、次のようになる : ἡ σύναψις αἰσθήσεως πρὸς διάνοιαν. 

195d. 
35 Martin Heidegger, Gesamtausgabe, Bd.34, S.313. 

geradeaus 
Gegenstand der δόξα 
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り＞（Verhalten）なのであるから、フッサールでいえば、完全なる「志向性」である。と

くに現在化ということで、αἴσθησις が考えられているが、ここでは単なる sensation では

なく、perception であった。対象性、ないしは対象関係（基本概念 II）が成立していると

された。また、先取り的想起としての現前化は、第一次的予期としての protention ではな

く、しっかりとした対象関係であるから統握が働いており、expectation である。「思いなし

の虚偽」というのは、従って、perception に expectation が介在し、実際とは違った知覚像

が成立してしまうというのである。 

 プラトンによれば、「虚偽の思いなし」ということは、例えばテアイテトスをソクラテ

スに「取り違えて」思い違いをしてしまうような ἀλλοδοξία（mistaking one thing for another）

ということではないという。そのような取り違えとは、知覚内部での錯誤ということにな

るのであり、プラトンはそのような事態を考えていない。というのも、その場合、当人に

は現に見ている人物が、ソクラテスであるとはまったく考えてもいないからである。ただ、

テアイテトスのみが対象となっている。だから、認識者本人にとってみれば、A さんを B

さんと取り違えて見てしまっているということ自体、知り得ないのである。B さんを見て

いるとしか考えられない。つまり、「虚偽の思いなし」を、「A さんを B さんと取り違えて、

思い違いをしてしまう」と定義することは、不可能であるという。 

 しかし、そうであろうか。 

 まずハイデガーの解釈によるプラトンの虚偽論では、「現在化」（Gegenwärtigung）と「現

前化」（Vergegenwärtigung）を区別する。この区別は、そのような「かかわり」（Verhalten）

の対象が現に現前（anwesen）しているか否かで区別している。心理作用の特徴を示して区

別するのではなく、そのかかわり（Verhalten）の対象が leibhaftig に現前（anwesen）してい

る場合には、「現在化すること」（Gegenwärtigen）であり、対象が現前（anwesen）してはい

な く、 したが って その 対象 に間接 的に しか かか わらな い 場 合が 、「現前 化」

（Vergegenwärtigung）なのである。対象は、存在しているか、いないかのどちらしかない。

例えば、知覚は「現在化作用」（Gegenwärtigen）であり、それは対象が現前していること

なのであるから、まざまざと（ leibhaftig）現出しているのであるから、見間違うはずはな

いのである。 

 しかし、よく考えてみよう。知覚のレベルでなにか見間違うという可能性が排除される

ということは、どういうことなのだろうか。ハイデガー自身の説明でも、「さしあたって

は leibhaft に与えられていない」という表現を使っている。知覚における明証性の違いを

語っているのである。「与えられる」というのは、意識の様態を記述するタームである。

かかわり（Verhalten）に関しては、かかわるか否かしかない。leibhaft にかかわるという表

現は不可能だろう。知覚に明証性を認めるのであれば、極く明証性の低い場合には、A さ

んを B さんに取り違い、その明証性がだんだんと高まるにつれて、鮮明な知覚像が結ばれ、

A さんその人であることがわかることがある。そのような場合、後になって、「私は A さ

んを B さんであると取り違えた」と言えるのであり、取り違えていたそのときには、「私

は A さんを B さんであると取り違えています」とは、言わない。したがって、われわれに

は、まだ＜A さんを B さんであると取り違える可能性＞の解明をする必要があるのである。
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知覚の様態の解明である。 

 それでは、フッサールの例を思い出そう。 

例えば、phi-lo-so-phy という単語は、-lo-の発音が聞こえた段階で phi-は過去把持によっ

て意識にとどめ置かれているが、同時にその時点ですでにリアルタイムで意味付与がなさ

れ、＜philosophy＞ではないかという予料（Antizipation）がなされる。そして、次の時点で

の音声的刺激への未来把持が生ずるはずである。つまり、-so-への予料である。その場合

は、予測が破られ、変更がなされ、修正される。これは、「現在化」（Gegenwärtigung）内

部の出来事である。そこでハイデガーが「現在化」（Gegenwärtigung）と「現前化」

（Vergegenwärtigung）との関わりあいに関して描いた Gabel の図を、「現在化」という知覚

内部の構造に移して、描きなおしたらどうなるのだろうか。それが下記の図である。 

この図は、本論文で述べたフッサールの認識論の基本概念 IX、つまり＜感覚的内容とそ

の内容へ意味付与する「統握作用」との関係＞を表している。「意味」を与えるというと

きの「意味」とは、過去の記憶に源泉があり、その時々の知覚においてさえ、未来把持

（protention）の作用によって先行的に予料（anticipation）され、感覚内容へと投げ返され

るという構造になっている。上図はそのような構造をよく表現していると言えよう。これ

は認識作用の極く微細な局面の時間構造なのだが、実はこのような構造こそ、物事がわれ

われに対して現れ出るということのプロセスの構造なのである。  

 ハイデガーが『テアイテトス』の分析に際して描いた図は、物事に対する「思いなし」

というかかわりが「現在化」と「現前化」の連動によって可能となっていることを示して

いた。特に注目すべきは、「現前化」というかかわりが、対象を先取り的に現前化するこ

とであった。 

 対象が時間の流れの中にあって、われわれに対して現出してくるということは、認識の

記述としては「現在化」するということであり、ハイデガーの指摘している「二股状の刺

叉」（Gabel）の長い「現前化」の作用は、フッサールのいう予料的な「意味付与」作用に

当たると解釈できると思われる。そして、ハイデガーの議論が教えてくれているのは、そ

のような予料的な意味付与作用は、現在化自体を追い越してしまっているということであ

る。 

 

sensation 

the object of αἴ σθησις as perception 
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３．結語にかえて ―＜対象＞の自己呈示と｢立ち現れ｣― 

 

 さて、最後にこれまでの議論を念頭に置き、ハイデガーが 1940 年代に行った『ヘラク

レイトス』講義に注目し、ζωή 概念について一言、言及したい。 

 ハイデガーによれば、古代ギリシア人たちにとっては、ζῷα とは、「立ち現れるもので

あり、その立ち現れにおいて臨在しているもの」（ die Aufgehenden und im Aufgang 

Anwesenden）という意味をもち、「閃き入るものであり、現出するもの」（die Hereinblickenden 

und Erscheinenden）にもふさわしい名称であるという36。それは端的には｢立ち現れること｣

としての φύσις と根源的な繋がりがある。だがそのような「時間的プロセスとしての現出」

ということは、単に｢生きるもの｣、現代的には生物学的生命を意味するのではなく、いわ

ばある＜時間的な、あるいはダイナミックな形式的構造＞を言っている。  

しかし、単に形式的と言うことばかりではない。ある種のエネルギーの発現を実感させ

る経験に対応しているように思われる。 

 フッサールがその時間論において探り当てた絶対的な時間構成意識とは、本質的には、

目の前の生々流転するヘラクレイトス的流れに対峙し、その生成に立ち会っているわれわ

れ自らの生の、つまり ζῆν（生きること）を指しているように思われる。つまり、流れ去

りの動きを感じ取りつつある、生きた「河床」として、言い換えれば、物事の現出が可能

になる「生きた場」（生命そのものとしての場所）こそが、そのような絶対的時間構成意

識だと思われる。  

 ハイデガーが「対象の対象性」の根底に垣間見た φύσις と ζωή とは、われわれの日常

の生活世界の具体相の根底にあり、端的にまさにそこに出現しつつある、そのような生命

的現実を指しているのではなかろうか。そして、そのような現実は、われわれにとってや

はり確実なクオリアを伴い、感性の次元で立ち現れてくるものである。  

 フッサールにおいても、ハイデガーにおいても、根本的洞察は同じである。生は自ら生

起する時間そのものである。＜対象＞存在は、自然としての立ち現れであり、そして同時

にわれわれ自身の存在も、生としての立ち現れである。両者の立ち現れの呼応こそがこの

世界の現出ということなのだろう。 

 シェーラーは、そのような呼応関係を＜問いかけに対する、対象自身の応答反作用＞と

概念化し、対象の｢自己呈示｣、ないしは「自己開示」と呼ぶ。そして、世界全体としてみ

ると、世界が自己開示する出来事として、書物による｢啓示｣に匹敵する｢自然的啓示｣

（natürliche Offenbarung）であるという37。 

                                                   
36 Martin Heidegger, Gesamtausgabe, Bd.55, S.95. 
37「知的作用における形象（Bild）あるいは意味（Bedeutung）の現出（Erscheinen）、たとえば単純な

知覚におけるそれらの現出がすでにそうであり、愛や関心の増大に応じての対象の所与性の充実化

も同様であるが、それが彼［アウグスティヌス］にとっては、単に出来合いの対象のうちに認識主

観の活動が侵入するということではなく、同時に＜対象自身の応答反作用＞（eine Antwortsreaktion 

des Gegenstandes selbst）、すなわち対象の｢自己呈示｣（Sichgeben）、「自己開示」（Sicherschließen）、｢開

明｣（Aufschließen）、言いかえれば対象の真の自己啓示（Sichoffenbaren）でもある。それはいわば

愛の｢問いかけ｣（Fragen）なのであって、これに対して世界は、みずからを｢開示｣することで、そ

してそうすること自体においてはじめてみずからの完全な現存在（Dasein）と価値とに到達するこ
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 ハイデガーのいう「現在化」と「現前化」を通じてあらわとなる存在者もそれは、全体

としての自然の自己開示の一齣なのであり、そのような自然の側からの自己開示は、シェ

ーラーの言うようにそれはそれで「自己啓示」である。そして、そのような自己啓示に立

ち会う人間の生の側には、流れ去りつつある世界の時間的現出を、時間性の届かぬ次元で

待ち受けている「生ける場所」がある。 

 たとえ無機的な自然現象の一齣であっても、それが出現している、あるいは出現すると

いうその現場では、それはわれわれ生き物にとっては、生き生きとしたクオリアを伴った

経験そのものなのであり、命の次元での触れ合いであり、シェーラーの表現では「呼応」

である。そのような触れ合いは、必然的に二面性を有するが、しかしやはりそれは同次元

の触れ合いとして一元的である。 

 ｢生の哲学｣を構築しようとしたディルタイは、そのような「生の一元論」に立って、｢宇

宙の一切の現象｣の＜二側面＞について次のように語っている。 

 

宇宙の一切の現象（Erscheinungen）は二つの側面を持っている。一方の側面から見ると、すな

わち外的知覚においては、宇宙のあらゆる現象は、感性的対象として与えられており、しかも

このような感性的対象として自然的（physisch）連結に内に存立している。これに対して、いわ

ば内部から把握すると、これらの現象は自らの内に、われわれ自身の内部において体験されう

るような生の連関（Lebenszusammenhang）を有している38。 

 

ディルタイのこの言葉を持って本論文を終えることとする。 

 

 

 

Isamu MIYAHARA 

Über Zeit und Leben   

― Die Treffpunkte zwischen Heidegger und Husserl  

 

                                                                                                                                                     
とで、｢応答する｣（antworten）のである。かくしてアウグスティヌスにとっては、世界の｢自然的｣

認識の成立さえもそれの対象的な条件から考察するなら｢啓示の性格｣をおびてくるのであり、そし

て｢自然的啓示｣（natürliche Offenbarung）の概念がキリストにおける積極的な宗教的な啓示の概念

と相並ぶことになる」（Max Scheler, Liebe und Erkenntnis(1915), in: Gesammelte Werke, Bd.6, Francke Verlag, 

Bern und München, 1963, S.97）。 
38 Wilhelm Dilthey, Die Typen der Weltanschuung und ihre Ausbildung in den metaphysischen Systemen (1911), 

in: Gesammelte Schriften, Bd.VIII, S.117.      
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フッサールとハイデガー 

―ケアという事象をめぐって―1 

 

榊原 哲也（東京大学） 

 

 

１．はじめに 

 

 「ケア（care）」という事象はきわめて多様である。その営みは、子供の世話や病人の看

護のみならず、庭の手入れや、道具の丁寧な取扱い、さらには引っ越しの際の家具の養生

などにも及ぶ。ここではしかし、そうしたケアの営みの全体を扱うことは到底できない。

本稿では、私がここ 10 年余り積極的に関わってきた「看護ケア」に焦点を絞り、とりわ

け看護師と患者との関わりに関するいくつかの側面を、フッサールとハイデガーのテクス

トを参照しつつ、明らかにして見たい。  

 その際、以下の考察において私は、「向き合う」と「寄り添う」という二つの概念を導

入しようと思う。というのも、私がこれまで関わり、経験を伺ってきた看護師たちが、自

らのケアの経験を語るとき、しばしばこの「向き合う」と「寄り添う」という表現を―

「患者さん（やそのご家族）に向き合う」、「患者さん（やそのご家族）に寄り添う」とい

う形で―用いるからである。彼女たちは、患者を理解し、良いケアをするためには、患

者に向き合うだけでなく、患者がそうありたいと思う在り方でいられるよう、寄り添って

いかなければならない、という趣旨のことを語る 2。私にはこの「向き合う」と「寄り添

う」という二つの動詞で表現されている事柄が彼女たちのケアの営みの、少なくとも二つ

の本質的契機を成しているように思われるのである。  

                                                   
1 本稿は、筆者が木村敏の「あいだ」における「私と汝」の関係を念頭に置きつつ執筆した別稿「〈わ

れと汝〉と〈われわれ〉」（木村敏・野家啓一監修『臨床哲学とは何か  ―臨床哲学の諸相』、河

合文化教育研究所、2015 年、228-243 頁）とほぼ同時に成立した。この別稿は統合失調症患者と医

師との関係を目がけて、また本稿は看護師と患者（や家族）の関係を主題として執筆されたが、

問題となる「事象そのもの」がきわめて近しく、また時間的制約もあって、議論の重複を避ける

ことができなかった。予めお断りするとともに、読者のご寛恕を乞う。  
2 現象学的人間観に基づく看護理論を展開したことで知られるベナー／ルーベルも、「他者がこうあ

りたいと思っている在り方でいられるようその人に力を与える（empower the Other to be what  

he or she wants to be）」関係こそが「看護ケア関係の究極の目標（the ultimate goal in nursing   

care relationships）」だと述べている。Patricia Benner and Judith Wrubel, The Primacy of  Caring. Stress 

and Coping in Health and Illness , Addison-Wesley, Menlo Park in California, 1989, p. 49. ベナー／ルー

ベル『現象学的人間論と看護』難波卓志訳、医学書院、1999 年、56 頁。以下、本書からの引用に

当たっては、略号  “PC” のあと、原著と邦訳の頁数をスラッシュで挟んで併記することによって

示す。なお、ベナー／ルーベルの現象学的人間観とそれに基づく現象学的看護理論については、

すでに筆者は若干のことを論じてきている。以下の拙稿を参照していただければ幸いである： 榊

原哲也「死生のケアの現象学 ―ベナー／ルーベルの現象学的看護論を手がかりにして」、『死生

学研究』2005 年春号、83-98 頁；榊原哲也「看護ケア理論における現象学的アプローチ  ―その

概観と批判的コメント―」、『フッサール研究』第 6 号、2008 年、97-109 頁  （http://www2.ipcku.

kansai-u.ac.jp/~t980020/Husserl/vol.6_2008/Sakakibara.pdf）；Tetsuya Sakakibara, “Phenomenological   

Research of  Nursing and Its Method”, in: Schutzian Research, Vol. 4, December 15, 2012, pp. 133-150. 
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 むろん、「向き合う」ことと「寄り添う」ことは、表現が異なるからと言って、完全に

切り離されうる二つの営みであるわけではない。実際には看護師たちは、患者（やその家

族）に向き合ったり寄り添ったりしてケアしており、看護師たち自身にとっても両契機は

切り離せないものとして捉えられているようである。けれども、現象学的に見た場合、二

つの表現は全く異なる志向性の方向を示している。「向き合う」関係では、一人称単数の

「われ」が二人称単数の「汝」（あるいは二人称複数の「汝たち」）に「向き合い」、「われ」

が「汝（たち）」を見つめ、「汝（たち）」が「われ」を見つめることになるが、「寄り添う」

関係においては、われと汝が向き合うのではなく、一人称複数の「われわれ」が同じ方向

を目指し共に歩もうとすることになる、と考えられるからである。  

 そこで本稿では、看護ケアの営みにおけるこの「向き合う」と「寄り添う」という二つ

の契機を、フッサールとハイデガーのテクストを参照しつつ、また看護研究における事例

をも参照しながら、明らかにすることを試みたい。  

 

 

２．ハイデガーの顧慮的気遣い 

 

他者に対するケアの関わりを、現象学
．．．

のテクストに即して明らかにしようとするとき、

真っ先に思い浮かぶもののひとつは、ハイデガー『存在と時間』における「顧慮的気遣い

（Fürsorge）」の概念であろう。ハイデガーは、他の現存在に対する気遣いを「顧慮的気遣

い」として概念化し、その極端な二つの可能性を以下のように描いて見せた。  

 

顧慮的気遣いは、特定の他者から「気遣い」をいわば奪取して（abnehmen）、その他者に代わっ

て配慮的気遣いの内に身を置き、飛び込んで
．．．．．

その他者の代わりに尽力する
．．．．

（einspringen）ことがあ

る。こうした顧慮的気遣いは、配慮的に気遣われるべき当のことをその他者に代わって引き受

けるのである。その他者はそのさいおのれの居場所から追い出され、身を退くことによって、

その結果、配慮的に気遣われたものを意のままになるように仕上げられたものとしてあとで受

け取ることになるか、ないしは配慮的に気遣われたものから全く免れてしまう。そうした顧慮

的気遣いにおいては、その他者は、依存的で支配を受ける人になることがありうる。たとえ、

この支配が暗黙のうちのものであって、支配を受ける人には秘匿されたままであろうとも、そ

うなのである。〔…〕  

 これに対して、特定の他者の代わりに飛び込んで尽力するというよりは、その他者が実存的

に存在しうるその点において前もって
．．．．

その他者の前で飛んで手本を示す
．．．．．．．．．．

（vorausspringen）ような、

そうした顧慮的気遣いの可能性が成り立つのだが、これは、その他者から「気遣い」を奪取し

てやるためではなく、その他者に「気遣い」を気遣いとしてまず本来的に返してやるためなの

である。こうした顧慮的気遣いは、本質的には本来的な気遣いに―言い換えれば、特定の他

者の実存に関係するのであって、その他者の配慮的な気遣いの対象になっているものに関係す

るのではない。そしてそのような顧慮的気遣いは、その他者を助けて、その他者がおのれの気
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遣いの内にあることを見通し、おのれの気遣いに向かって自由になるようにさせるのである 3。 

 

ハイデガーは、これら「積極的な顧慮的気遣いの二つの極端―すなわち尽力し支配す

る顧慮的気遣い（einspringend-beherrschende Fürsorge）と手本を示し解放する顧慮的気遣い

（vorspringend-befreiende Fürsorge）―の間に、日常的な相互共存在は保たれており、多

様な混合形態を示すことになる」（SZ 122）と述べている。しかしここで、私が冒頭で導

入した看護ケアの二つの契機―すなわち「向き合う」ことと「寄り添う」こと―を想

起するならば、次のことに気がつくのではなかろうか。すなわち、「飛び込んで他者の代

わりに尽力する（einspringen）」顧慮的気遣いは、まだ相手に「向き合う」関係に（も）な

っておらず、また「前もってその他者の前で飛んで手本を示す（vorausspringen/vorspringen）」

関係は、なるほどその他者と「向き合って」はいるかもしれないが、同じ方向を目指して

共に歩もうと「寄り添う」関係にはなっていないということに、である 4。ハイデガーは

別の箇所で、「決意した現存在は他者たちの『良心』になることがありうる」（SZ 298）と

述べているが 5、この良く知られたハイデガーの言明も、「他者の前で飛んで手本を示す」

本来的な「顧慮的気遣い」が、相手に向き合い、相手のすべきこと（相手にとっての「最

も固有な存在しうること」）へと相手を導くことはしても、相手と同じ方向を目指して共

に歩もうとする「寄り添う」気遣いではまったくないことを、端的に示しているように私

には思われる。  

 

 

３．寄り添うということ ―西村ユミの事例から  

 

 ここで、具体的に「寄り添う」ケアが目指されていると私が考える事例を一つ、紹介し

てみたい。西村ユミが新著において呈示する予定の、看護師 D さんの語りに示されている、

                                                   
3 Martin Heidegger, Sein und Zeit, Max Niemeyer, Tübingen, 1927, 197915 (= SZ), S. 122. 
4 ベナー／ルーベルは、「前もってその他者の前で飛んで手本を示す」型の気遣いを、「他者がこう

ありたいと思っている在り方でいられるようその人に力を与えるような関係」として「看護ケア

関係の究極の目標」と位置づけているが（PC 48-49/55-56）、彼女たちは、「前もってその他者の前

で飛んで手本を示す」気遣いが同じ方向を目指して共に歩もうと「寄り添う」関係にはなってい

ないということを見逃しているように思われる。なお、別の箇所で彼女たちは「患者に真に寄り

添う（truly [stand] alongside the patient）」ことを「患者と人間としての運命を共有していることが患

者に分かるような仕方で患者のもとに居合わせること、一緒にいること（to presence oneself, to be 

with a patient in a way that acknowledges your shared humanity）」と表現している（PC, 13/16）。  
5 前後の文脈は以下のとおりである。「おのれ自身への決意性によって、現存在は初めて、共存在し

つつある他者たちを、彼らの最も固有な存在しうることにおいて『存在』させることができ、彼

らのこの最も固有な存在しうることを、手本を示しつつ開放する顧慮的気遣いのうちで共に開示

することができる。決意した現存在は他者たちの『良心』となることがありうるのである。決意

性の本来的な自己存在のうちから、本来的な相互共存在が発現するのである〔…〕」（Die 

Entschlossenheit zu sich selbst bringt das Dasein erst in die Möglichkeit, die mitseienden Anderen »sein« zu 
lassen in ihrem eigensten Seinkönnen und dieses in der vorspringend-befreienden Fürsorge mitzuerschließen. 
Das entschlossene Dasein kann zum »Gewissen« der Anderen werden. Aus dem eigentlichen Selbstsein der 

Entschlossenheit entspringt allererst das eigentliche Miteinander  [...].）（SZ 298）。  
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ケアの在り方である6。看護において「自分が大事にしていること」や、自分の看護の「ベ

ースを作るきっかけ」になった患者さんについて、西村は 6 名の看護師にグループインタ

ビューをしたが、D さんはその 6 名のうちの一人であり、彼女は、臨床経験三年目の頃に

出会った患者（d さん）とのかかわりを語った。以下、西村によるコメントを要約しなが

ら、D さんの語りを引用したい。  

 

西村によれば、d さんは、乳がんを切除する手術目的で入院してきた患者だったが、手

術前に行われた全身状態の確認のためのレントゲンで、「胸水」が見つかり、手術の実施

が困難になった。  

 

D 胸水があるってことは当然、胸膜炎を併発して、転移してメタしているので、もうオペ（手術）

の適応じゃないでしょっていうあたりから、ダダダダダダーッと状態が。元気で歩いていた、

本人、オペをするつもりで入ってきたんだけど、悪くなっていってしまって。  

 

 その後、心嚢水も貯まってしまい、それへの対処を繰り返している途中で d さんは亡く

なった。転移が分かってから、d さんの状態は急激に悪化し、苦しみも強かったようだが、

亡くなるまでの数か月間を d さんは、それでも頑張ってニコニコ穏やかに過ごしていたと

いう。 

 

D とにかく、いつも苦しくなってもニコニコニコニコしている患者さんで、普通のおかあさんだ

ったんですよね。子どもさんがいて、旦那さんがいて。とてもいい旦那さんがいる人だったと

思うんだけど。いつも「ありがとう」とか、「大丈夫」とか、いつもそういう感じの患者さんで。

辛いことを、もちろん皆で軽減してあげようと、サポートだとかしていたんだけど……。その

中で、ほんとに最後の最後に 1 回だけ、「もう苦しいから何とかして」って言った時があって。

それがまた、いつも言わないだけに余計強烈で。で、やっぱ、何とかしてあげないといけない

ねってケアをしてたような記憶があるんです。  

 

 このように、辛い状態にあっても「いつも」穏やかに入院生活を送ってきた d さんはし

かし、最後の最後にその人らしくない最期を迎えてしまった。  

 

D 何だろう、あの時に、ああやっていつもニコニコ笑いながら、状態の悪い中を、それなりに頑

張って穏やかに過ごしていた患者さんに、挿管して、ゼク（解剖）までさせちゃったっていう

のが、非常に本人らしく、本人らしい最期じゃなかったような気がして、ま、（笑いながら）当

時若かったからっていうのもあるんだけど、泣けて泣けて、あの時は。……同期がもう一人い

て、もう泣いちゃって泣いちゃって、師長さんも泣いちゃったんだけど、仕事になんなかった

ですよ、午前中。10 時くらいに亡くなったと思うんだけど、2 時間くらいもう仕事にならなく

                                                   
6 西村ユミ氏と看護師 D さんの許可を得て、ここに紹介する。近々刊行予定の新著出版に先立つ公

開を快く許可してくださった西村氏と D さんに心よりお礼申し上げる。  
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て、もう涙が止まらなくて。〔…〕悔しいやら情けないやら、患者さんに対して申し訳ないやら、

っていうことがあったんです。  

 

 その最期のとき、d さんには医師らによって呼吸を助ける処置（挿管）が施され、さら

に、死因を突き止めるための解剖（ゼク）も行なわれた。この最期について D さんが、「悔

しいやら情けないやら」「患者さんに対して申し訳ないやら」と語るのは、裏を返すと、

それほど「本人らしく」ない最期に自分たちが手を貸してしまった、そのことを言い表そ

うとしているのだろうと西村はコメントしている。D さんは、突然の病状の悪化とひどい

苦しみにもかかわらず穏やかに過ごしてきた d さんに、せめて最期も穏やかであってほし

いと願っていたかもしれない。しかし医療はそれを許さなかった。患者の立場からすると、

この最期の苦しみは医療の側が施したことであり、たとえ医師らが行ったことであっても、

それをする側に D さんたちはいた。「情けない」「申し訳ない」気持ちに襲われたのは、そ

のためであろうし、この出来事は、D さんをより強く「患者さんらしさ」を求める気持ち

へと促した、と西村はコメントする。  

 しかし D さんは、その後さらなる衝撃を経験することになる。d さんが亡くなったしば

らく後に、彼女の夫が「日記」をもって病棟にやって来たのだ。その日記は、d さんが闘

病中に書き記していたものであり、夫は「是非、看護師さんに読んでもらいたい」と言う。

そこには、D さんの知らない彼女がいた。  

 

D ……他のスタッフは知ってたのかもしれないけど、とにかく私自身が知らなかったんだけど、

彼女、実はクリスチャンだったんですよ。すごく敬虔なクリスチャンで。ああいう状況の中で、

いつもこう神様に祈っていて、周りに感謝をしていて。これは私にとって必要な困難なんだみ

たいな。神様から与えられた困難なんだみたいな、心が、何しろほんとに心がきれいな人だっ

たんだなっていうことがわかるような、ほんとに、そういう日記だったんですよね。で、それ

を読んだ時に、私、この人がクリスチャンだってことも知らなかっんだってこともまず衝撃的

だったんだけど、何か、……何にもこの人のことわかってなかったんだなって、ものすごいあ

って。その人の生き様とか、今まで歩いてきた人生とか全然わかってなくって。その時は入院

生活をきちんと整えてあげることが自分にとって看護だと思っていたから、だから、それじゃ

全然、何て言うのかな、足りないっていうか、それはほんの一部でしかないんだなみたいな。

生き様とか、生きてきた道とか、これから生きてく道とかを、何だろう、わかりっこないけれ

ど、わかろうという姿勢で学ばなければ、何にもその人には近づけないし、ほんとの意味でケ

アって成立しないんだなっていうのを、ものすごく感じて、何かそこから、すごく自分の、何

が変わったって、気持ちが非常に変わったっていうか、心構えが変わったっていうか、それが

ものすごいあった。  

 

この語りに対して西村は次のようにコメントしている。  

 

D さんは、「いつも」穏やかであったことを d さんらしさと思っており、最期がそうでなかった
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ことに悔しさを覚えていた。だが、その穏やかさは、彼女を支えていたものとともにあった。

そのことすらも把握していなかったのだ。このことに D さんは、衝撃を受けた。だが、ここで

D さんは、d さんがクリスチャンであったこと、つまりその人が信仰する宗教を知っておくこと

がその人らしさを理解するために欠かせないと言っているわけではない。治療ができず、強い

苦しみのうちにあってもなお、「いつも」穏やかに過ごしてきた d さん。その穏やかさを彼女ら

しさとして見ていたにもかかわらず、それを支えていた何かをまったく知らなかったこと、つ

まり、その人らしさにも繋がる、「何にもこの人のことをわかってなかった」と思わされるよう

なこと「も」知らなかった、そのことに衝撃を受けたと言いたいのだ。  

さらに、D さんは、この衝撃を契機として、自身の看護へも思考をめぐらしていく。当初、D

さんは、患者さんの「入院生活をきちんと整え」ることが「自分にとっての看護」だと思って

いた。そのため、d さんへのケアもそれを志向したものだった。が、日記を見て、「いつも」穏

やかな d さんのそれを支える何かにさえ手が届かないようなかかわりをしていたことを思い知

らされ、それまでの看護の不足を自問する。手が届かないかもしれない、「わかりっこないけれ

ど」も、「その人の生き様」に近づこうとすることや、それをわかろうとする姿勢が無ければ、

看護自体も成り立たないことになる。このことを「感じ」るとともに、D さんは言いよどみな

がら「何か」が「非常に」「変わった」と語り、その何かを自分の「心構え」であると語るので

ある。  

 

ここで西村によって描かれている D さんの「患者さんらしさ」への気遣いは、その人の

「生き様」や「これから生きていく道」といったその人にとって一番大事に思われている

事柄、いわばその人の生き様を「支え（てい）る」ものに関わろうとするが、それは、正

確に認識しようと思っても「わかりっこない」ものとして捉えられており、にもかかわら

ず「わかろうという姿勢で学ばなければ、何にもその人には近づけない」、そのようなも

のとして語られている。D さんは、患者を「理解しきる」こと、すなわち患者の気遣いの

正確な認識を目指しているわけではない。しかし、かといって、自分が良しとする手本を

患者の前で示そうと考えているわけでもない。そうではなく、患者にとって一番大切に思

われている事柄を気遣い了解しようとするその「心構え」・在り方が大切だと考えている。

ここには、こちらから相手に手本を示すのではなく、患者が自分の気遣いにしたがって、

その人らしく存在することができるよう、患者に寄り添い、いわばその患者の気遣いの方

から、その気遣いの方向を目指して、共に歩もうとする顧慮的気遣いの在り方が示されて

いるように思われるのである。  

 先に引用した「決意した現存在は他者たちの「良心」（»Gewissen« der Anderen）となるこ

とがありうる」（SZ 298）というハイデガーの良く知られた言明に、ある種の「押しつけ

がましさ」を感じるのは私だけではないと思うが、今や、ハイデガーの「顧慮的気遣い」

概念の内に含まれるこうした「押しつけがましさ」の一因が、他者に対して自ら手本を示

そうとする志向と関係していることは明らかであろう。しかし、D さんが目指すケアには、

そうした「押しつけがましさ」がまったくない。患者がどう思っているか、最終的にどう

思ったか、認識論的には「わからない」けれど、いやむしろ分からないからこそ、それで
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もなお患者の気持ちを慮り、患者の方から、その患者の気遣いの方向を目指して、共に歩

み、患者に寄り添おうとする、そうしたケアの在り方を志向する姿が認められるように思

われるのである。  

 

 それでは、このような「寄り添う」ケアを解明する手がかりは、現象学のテクストのう

ちにないのだろうか。  

ハイデガーに比して、フッサールは Sorge や Fürsorge について、あまり積極的には語ら

ず、主題化して現象学的分析を行うこともほとんどなかった。しかし実は、対人関係を扱

ったフッサールのテクストには、「向き合う」関係だけでなく、同じ方向を目指して共に

歩もうとする「寄り添う」気遣いを現象学的に明らかにしうるようなヒントが含まれてい

るように思われる。そこで本稿では以下、「共同精神（Gemeingeist）」を主題化したテクス

トをもとに、「向き合う」ケアと「寄り添う」ケアの関係と内実を考えてみたいと思う。  

 

 

４．フッサール ―先人格的な衝動的関係 

 

フッサールは「共同精神 I」と自ら題した遺稿（1921 年執筆）7において、人格同士が社

会的関係を取り結ぶことによって人格的共同体を形成しているさまを現象学的に記述し

ているが、その際まず始めに、「社会的」な作用ないし関係としての「われと汝の関係」

に先立つ「衝動的」な他者との関係を、次のように描いている。  

 

私は衝動的に
．．．．

（ t r i e b h a f t）他者を助けようとすることがある。衝動的な「母の愛」、「親の愛」、

衝動的なケア（triebhafte Fürsorge）というものがあり、これは充実されると、同時に他者の安ら

ぎを共に喜ぶことにもなる。無論、他者の苦しみを衝動的に共に苦しむということもあるが、

詳しく吟味してみると、他者の喜びを共に喜ぶといっても、他者と同じことを喜ぶという意味

ではなく、他者が喜んでいるのを喜ぶのであり、他者が悲しんでいるのを悲しむのである。他

者自身への愛も、他者がそこに存在していることを喜び、他者と共に生きていること〔…〕を

喜ぶのだ。〔…〕しかしこれらはまだ社会的作用ではない。（Hua XIV, 165-166）  

 

フッサールはここで、社会的な「われと汝の関係」のいわば手前に、それに先立つ他者

たちとの衝動的な関わりの次元を見ており、それを「衝動的なケア」の次元として、すな

わち他者がそこに存在し、他者と共に生きていることを衝動的に喜ぶような次元として特

徴づけている。ここでのポイントは、テクストの続きを先取りするなら、私が、私の意図

を他者に伝達しようと意図することなく、他者に自分の意図を理解してもらおうという意

図もなく、その手前で、「衝動的」に他者を気にかけケアするような関係がある、という

ことである。この次元では私はまだ自分を「人格」として意識しておらず（cf. Hua XIV, 165）、

                                                   
7 Edmund Husserl, Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlas s. Zweiter Teil: 1921-1928, hrsg. 

von Iso Kern, Martinus Nijhoff, 1973 (= Hua XIV), S. 165-184. 
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私と他者とは、まだ人格的に向き合う〈われと汝〉の関係になっていない。しかし、そこ

にはすでに他者に関わりケアしようとする衝動的な関係が存在している。フッサールはこ

こで明らかに、人格的に向き合う〈われと汝〉の関係に先立つ、〈他者に思わず引き込ま

れ巻き込まれて関わる先人格的で衝動的なケアの次元〉を見てとっているのだ。この次元

こそ、ケアの営みの起源に他ならないだろう8。 

 

 

５．フッサール ―人格的に向き合う〈われと汝〉の関係 

 

それでは、人格的に向き合う〈われと汝〉の関係はいかにして成り立つのだろうか。フ

ッサールによれば、「わたしがまずもって何らかの伝達
．．

の意図（Absicht einer M i t t e i l u n g）

を持っているときにこそ、私は他者に向かうことになる（Ich wende mich an ihn）」（Hua XIV, 

166）。 

 

直接的な伝達、あるいはもっと適切には接触
．．

（B e r ü h r u n g）、しかも根源的に経験する感情移

入のなかで、われと汝との間の根源的なつながり
．．．．．．．．．．．．．．．．

（u r s p r ü n g l i c h e r  K o n n e x  z w i s c h e n  I c h  u n d  D u ）

を生み出すような接触。このとき私たちは互いに向き合っているという根源的体験（ das 

ursprüngliche Erlebnis des Einander-gegenüberstehens ） をもつ。〔…〕このわれ
．．

と汝の関係
．．．．．

（I c h - D u - B e z i e h u n g）はいかにして作られるのだろうか？  

〔…〕比喩的に言えば、私たち二人、つまりわれと汝とが「互いに目を見つめ合い」、彼が私

を理解し、私に気づき、同時に私も彼に気づくことによってことによってである。  

〔…〕この場合、私はその他者に働きかけるのだが、単に総じて働きかけるというのではな

く、相互に同時に遂行されることでわれと汝を「接触」させる感情移入が及ぶ範囲で、働きか

けるのであり、しかも私の働きかけ（すなわちその他者を「その気にさせ」、精神的に「動かし」、

努力したり意欲したりさせようとする私の意志ないし私の衝動的な努力）が、当の他者の目に

留まり、この働きかけ自体が、他者をその気にさせる「方法」ないし手段にもなるような仕方

で、働きかけるのである。（Hua XIV, 166-168）  

 

フッサールは、人格的に向き合う〈われと汝〉の関係が成立するためには、単に「衝動

的に」他者に関わるのではなく、まずもって、何かを「伝達する意図」をもって、「他者

に私が向かう」のでなければならないと考えている。私が他者に何かを伝えようとし、そ

の意図が他者に伝わり、他者が私を理解し、私がそのことに気づいたとき、私と他者は「わ

れと汝」となり、「互いに目を見つめ合う」ことになる。「感情移入」が私から彼へ、そし

て彼から私へ、さらに私から彼へと「相互に同時に」行われ、私と彼とが「われと汝」と

                                                   
8 他者が「大事に思われ（matter to）」「巻き込まれて関わる（ involved in）」在り方を、ベナー／ルー

ベルは「気遣い（caring）」ないし「関心（concern）」と呼んで、彼女たちの看護論を支える「現象

学的人間観の鍵となる概念」として際立たせたが（PC, 1/1, 47-49/54-56）、フッサールがここで見

ている「衝動的なケア」は、この在り方に対応すると考えられる。  
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して「接触」し合う、すなわち触れ合うことになるのだ。こうして、この「接触」におい

て「われと汝との間の根源的なつながり」が生み出され、「互いに向き合っているという

根源的体験」が成立する。しかもフッサールによれば、このわれと汝の〈向き合う〉関係

は、私が相手に伝える意図が、相手に「行為」を促そうとするものである場合、「実践的

な」〈向き合う〉関係となるのである（cf. Hua XIV, 169）。  

しかし、このわれと汝が〈向き合う〉関係は、先に際立たせられた〈他者に思わず引き

込まれ巻き込まれて関わる衝動的な次元〉といかなる関係にあるのだろうか。前節では簡

潔に、後者を前者に先立つ
．．．

ものと位置づけたが、この「先立つ」とはいったいいかなる事

態であろうか？  

今問題にしている「共同精神 I」というテクストでは、フッサール自身、両者の関係に

ついて、明確なことは述べていない。けれども、それに先立つ時期（1917 年）に書かれた

と推定される『イデーン II』のあるテクスト箇所では、主観が「蒙る主観（Subjekt eines 

Leidens）」として、客観から触発され「刺激（Reize）」を受け、その客観に「引き寄せられ

て（herangezogen）」それへと「配意するよう動機づけられる」こと、そして、そのことに

よって主観は「意志する主観（wollendes Subjekt）」としてそれに「能動的に反応し、何ら

かの行為をするようになる」ことが明らかにされている 9。とすれば、「共同精神 I」のこ

の箇所においても、能動的に向き合うわれと汝の関係は、他者から刺激を受け、思わず引

き寄せられて関わる衝動的な関係があって初めて成り立つ、と考えなければならないだろ

う。 

さて、フッサールによれば、他者に引き寄せられ、巻き込まれて関わる衝動的な関係に

基づいた、こうした「原社会的なわれと汝の関係」において、さらに、お互いが向き合い

つつ人格的な主体となり、自らを人格として実践的に自覚するという事態が生起する。  

 

〔…〕体験流を貫く動機づけの主体〔…〕は、われと汝の関係において、すなわち伝達によっ

て可能になる努力の共同体や意志の共同体において、自我となり
．．．．．

、それによって人格的主体と
．．．．．．

なり
．．

、そのうちで人格的な
．．．．

「自己意識
．．．．

」（p e r s o n a l e s  „ S e l b s t b e w u s s t s e i n “）を獲得する。〔…〕動

機づけの主体としての私は、原社会的なわれと汝の関係（ursoziale Ich-Du-Beziehung）において、

ただ単に、他者としての他者と併存して
．．．．

（n e b e n）現れるのではなく、私は彼を動機づけ、彼も

私を動機づける。そして、われと汝の関係、即ち社会的諸作用による関係を作り出すこの際立

った間柄のうちに、両主観を包括する努力や特別な意志の統一が含まれており、この統一のう

ちで両者は、努力の主体として相互に相手に「働きかけ」合っているということを、つまり努

力しつつ相手に向かい合う中で互いにある行為をさせたり何かを蒙ったりしているということ

を顕在的に意識しながら、相互に相手へと関係しあっているのである。この共同体においては、

誰もが努力しているだけでなく、誰もが自分自身を努力する者として対象化してもいる。彼は

                                                   
9  Edmund Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Zweites Buch. 

Phänomenologische Untersuchungen zur Konstitution , hrsg. von Marly Biemel, Martinus Nijhoff, 1952, S. 217, 

219-220. なお、この点についてはすでに別の機会に論じたことがある。Vgl. Tetsuya Sakakibara, „Die 

Intentionalität der Pflegehandlung“, in: Phänomenologische Forschungen. Jahrgang 2013. Soziale Erfahrung, Felix 
Meiner Verlag, Hamburg, 2013, S. 249-265. 
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ただ単に、そのようなものとして自分自身に前もって与えられているだけでなく、対象的に自

分に与えられているのである。無論、対象的と言っても、理論的な主題としてではない〔…〕。

しかし実践的には
．．．．．

対象的なのであって、つまり実践的な主題に属しているのである。（Hua XIV, 

170-171）  

 

「原社会的なわれと汝の関係」において、「私が彼を動機づけ、彼も私を動機づけ」、「両

主観を包括する努力や特別な意志の統一」のうちで「努力の主体として相互に相手に働き

かけ合い」、「努力しつつ相手へと向かい合っている」という状態が成立する。こうした「共

同体」のなかでお互いが「努力するものとして自分自身を対象化し」、「人格的主体」とな

る。われと汝の関係において初めて、私も汝も実践的に自らを人格として自覚するのであ

る。 

 

 

６．フッサール ―共に歩もうとする〈われわれ〉の関係 

 

しかしフッサールはさらに、その上で、人格的な「愛の共同体（Liebesgemeinschaft）」に

ついて語る。  

 

私が、ある他者と、何らかの努力の共同体に入った場合、私は彼の内で自我として生き、彼は

私の内で自我として生きる。しかしこの共同体がどんな種類のどの程度親密なものであるかは、

〈われと汝が相互に互いの内に含まれ合う程度  （Umfang der Ineinander-Geborgenheit von Ich und 

Du）〉にかかっている〔…〕。あらゆる共同体が相互的な共同体であるわけではなく、あらゆる

相互的な共同体が愛の共同体であるわけではない。  

愛の共同体に理念的に含まれているのは、〈互いに愛する者たち〔二人〕が人格的な主体とし

て、すなわち社会的にコミュニケーションする努力主体として、ただ単に個別の努力の方向に

おいて一つの努力共同体を創設しているというだけでなく、そのような共同体が〔互いに愛す

る〕両者のあらゆる可能な努力に対して本来的にもまた非本来的にも創設されている〉という

ことである。〔…〕〈愛する者たち〔二人〕が一つの愛の共同体に互いに結びつけられている〉

ということのうちに含まれているのは、〈一方のすべての努力が全面的な仕方でもう一方の努力

に入り込んでくる、あるいは〔すでに〕決定的に入り込んでしまっており、逆に後者のすべて

の努力も全面的な仕方で前者の努力に入り込んでくる、あるいは〔すでに〕決定的に入り込ん

でしまっている〉ということである。〔…〕愛する者として私は、〈たとえ私が何を考え、何を

感じ、何を努力し、何をなそうとも、それらすべては、必然的に私の愛する人の「意向に沿っ

て」（„im Sinne“）おり、この人から見て正しいということ、そしてそれらすべては、ただ単に

この人から咎められることなくこの意味において正しいと承認されているというだけでなく、

私によって努力して得られたものとして、この人の努力の意向にも沿っているということ〉を、

知っているのである。この意向〔意味〕は、この人がそこにいて、喜んで同情し、心から私を

援助してくれる〔…〕とすれば、顕在化されるであろう。われわれは次のように言うことがで
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きる。愛する者たちは互いに相並んで、互いに連れ立って一緒に生きているのではなく、顕在

的にも潜在的にも、互いの内側に入り込んで相互内属的に生きているのである（Liebende leben 

nicht nebeneinander und miteinander, sondern ineinander, aktuell und  potentiell）。したがって彼らはま

た共同ですべての責任も担うのであり、連帯して結びついている。それは罪責においてもそう

なのである。（Hua XIV, 172-174）  

 

ここで注目すべきは、「私が、ある他者と、何らかの努力の共同体に入った場合、私は

彼の内で自我として生き、彼は私の内で自我として生きる」ことになるが、その共同体が

どんな種類のどの程度親密なものであるかは、「われと汝が相互に互いの内に含まれ合う

程度」に係っていると言われ、「愛する者同士の共同体」においては、「あらゆる可能な努

力」が共同でなされ、「たとえ私が何を考え、何を感じ、何を努力し、何をなそうとも、

それらすべては、必然的に私の愛する人の『意向に沿って』おり、この人から見て正しい」

という状態になっているということである。このことは、愛する者同士がもはや単に互い

に向き合っているのではなく、互いに相手の中に入り込み、相互内属的に同じ方向を目指

して努力する存在になっているということを意味するであろう。それはしかし、向き合う

ことなくただ相並んで同じ方向を向いて歩むこととは断じて異なる。もし、向き合うこと

なくただ同じ方向を向いて歩むのであれば、その関係は極めて危うく、ハイデガー的な意

味での「世人（das Man）」（SZ 126-130）の状態に頽落してしまうことだろう。しかしフッ

サールはむしろ、「愛する者たちは〔単に〕互いに相並んで、互いに連れ立って一緒に生

きているのではなく、顕在的にも潜在的にも、互いの内側に入り込んで相互内属的に生き

ている」と述べる。それは、たがいに向き合ったうえで、互いの内側に入り込み、同じ方

向を目指して共に歩もうと努力する一人称複数の〈われわれ〉の関係を示していると解釈

しうるのである。  

 この関係こそ、「寄り添う」ケアを明らかにするひとつの手がかりとなるのではないか。

というのも、ここで「互いの内側に入り込んで相互内属的に生きる」在り方から取り出さ

れた「同じ方向を目指して共に歩もうと努力する」という契機は、まさに「寄り添う」ケ

アの少なくとも一つの本質的構成要素であると考えられるからである。  

 

 

７．向き合うことと共に歩もうとすること 

 

 しかし、そうだとすると、ここで一つ注意しなければならないことがある。私は本稿に

おいて、看護ケアという事象を現象学的に明らかにするべく、看護師たちがよく用いる「向

き合う」と「寄り添う」という二つの表現を手がかりにして、考察を行ってきた。「向き

合う」ことと「寄り添う」こととは、実際の看護実践においては明確に区別されないなが

らも、現象学的には全く異なる志向性の向きをもつものとして、私は両者を区別し対比さ

せ、ハイデガーとフッサールのテクストを参照しながら、これら両契機を考察してきたの

である。けれども、考察を経て明らかになったのは、「同じ方向を目指して共に歩もうと
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する〈われわれ〉の関係」が―少なくともフッサールの言う「愛の共同体」としては

―「互いに向き合う〈われと汝〉の関係」を踏まえ、それを前提として初めて成り立つ

ものであること、これに対して「向き合う〈われと汝〉の関係」を欠いたまま「同じ方向

を向いて共に歩む」ことは、ハイデガー的な「世人」状態に陥る危険をはらむと考えられ

ることであった。看護ケアにおいても、患者に向き合うことができて初めて、患者の望む

方向を捉えることができ、そうしてはじめてその方向を目指して、共に歩んでいくことが

できる。〈われと汝〉として相手に「向き合う」ことによって初めて、同じ方向を目指し

て共に歩もうと努力する〈われわれ〉も可能になるのである。  

 

 

８．共に歩もうとすることと寄り添うこと 

 

 けれども、さらに注意しなければならないことがある。フッサールが描き出した「愛の

共同体」における「同じ方向を目指して共に歩もうと努力する」関係―私はフッサール

の言う「互いの内側に入り込んで相互内属的に生きる」ことを先ほどそう解釈したのだが、

それ―は、私が本稿で明らかにしようとしている「寄り添う」関係にそのままぴったり

重なるものではまだない
．．．．

と考えられるからである。先に引用したように、「愛の共同体」

においては、「愛する者として私は、〈たとえ私が何を考え、何を感じ、何を努力し、何を

なそうとも、それらすべては、必然的に私の愛する人の「意向に沿って」（„im Sinne“）お

り、この人から見て正しいということ、そしてそれらすべては、ただ単にこの人から咎め

られることなくこの意味において正しいと承認されているというだけでなく、私によって

努力して得られたものとして、この人の努力の意向にも沿っているということ〉を、知っ

ている」（Hua XIV, 173）とされるのであった。また、愛の共同体においては「一方のすべ

ての努力が全面的な仕方でもう一方の努力に入り込んでくる、あるいは〔すでに〕決定的

に入り込んでしまっており、逆に後者のすべての努力も全面的な仕方で前者の努力に入り

込んでくる、あるいは〔すでに〕決定的に入り込んでしまっている」（Hua XIV, 173）とも

言われていたのであった。これは、「愛の共同体」においては、愛する者同士は認識論的
．．．．

にみて互いに「意向」を分かり合っており、また存在論的
．．．．

にも互いに相互的で対等な努力

する在り方をしているということを意味しているであろう。けれども、看護ケアにおける

「寄り添う」関係ではどうだろうか。患者やその家族と看護師とは、ケアしケアされる関

係において、存在論的
．．．．

に相互的で対等な努力の在り方をしているとは言えないのではない

か10。また認識論的
．．．．

にみても、患者やその家族の「意向」が必ずしも明らかではないなか

で、寄り添おうとする努力がなされる場合がしばしばあるのではないだろうか。  

                                                   
10 看護師は、患者やその家族をケアしようと努力し、そのケアが実現されることで、自らもケアさ

れるとしばしば言われる。ケアすることによってケアされるのであると。これは、ケアの営みを

理解するうえで、大切なポイントである。しかし、患者やその家族は、看護師にケアされること

で、看護師をケアしようと努力しているわけでは必ずしもない。したがって、患者やその家族と、

看護師とでは、存在論的に見て、相互的で対等な努力する在り方をしているとは言えないであろ

う。  
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 ここで、西村の提示した看護師 D さんの事例を想い起してみよう。D さんは、がんを切

除する手術目的で入院してきたものの容体が悪くなって数か月後に亡くなってしまった

患者 d さんへのケアを振り返り、いつもニコニコして頑張って穏やかに過ごしていた d さ

んに、挿管し解剖までさせてしまう「その人らしくない最期」を迎えさせてしまった悔し

さ、情けなさを語るとともに、夫がもってきた d さんの日記から、d さんが敬虔なクリス

チャンであったことを知り、d さんの「生き様」や「今まで歩いてきた人生」を自分が全

く分かっていなかったことの衝撃を語った。そして、「生き様とか、生きてきた道とか、

これから生きてく道とか」を、たとえ「わかりっこない」としても「分かろうという姿勢

で学ばなければ、〔…〕その人には近づけないし、ほんとの意味でケアって成立しない」

と感じて、自分の「心構え」が変わったと D さんは語ったのであった。  

 この事例で示されている D さんの「患者さんらしさ」、「本人らしさ」への気遣いは、そ

の人の「生き様」や「これから生きていく道」といった、その人にとって一番大事に思わ

れている事柄、いわばその人の生き様を「支え（てい）る」ものに関わろうとするが、そ

れは、正確に認識しようと思っても「わかりっこない」ものとして捉えられており、にも

かかわらず「わかろうという姿勢で学ばなければ、何にもその人には近づけない」、その

ようなものとして語られている。そこには、患者の意向、その「生き様」を「支え（てい）

る」ものを正確に認識
．．

しようとしても困難なこと、それゆえ患者の内側に入り込んで努力

しようとしてもそうした在り方
．．．

が困難なことを十分自覚しつつ相手に向き合おうとする、

患者との（いわば認識論的・存在論的な）距離に対する繊細な感受性が含まれてはいない

だろうか。D さんは、それでもなおその距離を越えて―いやむしろその距離を踏まえて

―、相手にとって一番大事に思われている事柄、その人らしさを実現できるよう、自ら

もそれを共にめざし、その実現を支えようと努力する「心構え」を語るのである。  

野家啓一は、一昨年末に開かれた「臨床哲学シンポジウム」の基調講演「臨床と哲学の

あいだ・再考」11で、哲学者が臨床の現場に入っていく際の、〈現場と適正な距離を取るこ

と〉の難しさを強調し、それを、ニーチェの「距離のパトス（Pathos der Distanz）」という

概念によって―ただしニーチェとはいわば逆の（少なくとも別の）意味で用いて12―表

現しようとしていた。哲学者と現場の当事者たちとは、相互的で対等な努力の在り方をし

ているわけではなく、またお互いの意向を十分に分かり合えているわけでもないのだから、

もしも哲学者が当事者たちの現場に入ってきた者であるという自覚を失えば、哲学者の現

                                                   
11 第 13 回河合臨床哲学シンポジウム「臨床哲学とは何か II」（2013 年 12 月 8 日、於 東京大学鉄

門記念講堂）における基調講演。木村敏・野家啓一監修『臨床哲学とは何か  ―臨床哲学の諸相』、

河合文化教育研究所、2015 年、181-206 頁。  

12 ニーチェの用法としては、例えば、以下を参照。「病人が健康な者を病気にさせない
．．

こと〔…〕

このことがこの地上での最高の見地であるべきなのだ。―しかしそのためには、何よりもまず、

健康な者が病人から隔離され
．．．．

、病人の姿を見ることさえないようにされていること〔…〕が必要

である。それとも、看病人か医者であることが健康な者の任務だとでもいうのだろうか？ 〔…〕

高級な者は、低級な者の道具にまで自分を貶めるべき
．．

ではないのであり、この距離のパトス（Pathos 

der Distanz）がこれら両者の任務を永久に引き離しているべき
．．

なのだ！」（Zur Genealogie der Moral, 

Dritte Abhandlung: Was bedeuten asketische Ideale? 14, in: Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse. Zur 

Genealogie der Moral, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1976, S. 368）。 
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場へのかかわりは暴力的なものに変質してしまいかねない、と考えられるからであろう。 

私は D さんの「患者さんらしさ」への気遣いには、患者に対するこのような―野家の

言う意味での―「距離のパトス」が含まれているのではないかと考える。それは、患者

との（認識論的・存在論的な）距離をつねに感受しつつ患者に向き合おう
．．．．．

とする、距離の

パトスを含んだ関わりであるが、それが、患者の気遣い（患者にとって一番大事に思われ

ている「その人らしさ」）の方向を目指し、それを実現させるべく共に
．．

歩もう
．．．

とする努力

と結びついて、D さんの「寄り添う
．．．．

」ケアは成り立っているように思われるのである。  

私は、第 2 節で、ハイデガーの「飛び込んで他者の代わりに尽力する（einspringen）」顧

慮的気遣いが、「向き合う〈われと汝〉」の関係にもなっていないこと、また「前もってそ

の他者の前で飛んで手本を示す（vorausspringen/vorspringen）」顧慮的気遣いは、なるほど

「向き合う〈われと汝〉」の関係にはなっているとしても、「同じ方向を目指して共に歩も

うとする〈われわれ〉」の関係にはなりえていないことを指摘したが、その後の考察を経

て、フッサールが「愛の共同体」における愛する者同士の関係として、「互いに向き合っ

たうえで、同じ方向を目指して共に歩もうと努力する〈われわれ〉の関係」を解明してい

ることを明らかにした。しかし、まだこの関係は、看護実践でなされている、あるいは目

指されている「患者（やその家族）に向き合い寄り添う」ケアではない。そこには、患者

との（認識論的・存在論的な）距離をつねに感受しつつ患者に向き合おうとする「距離の

パトス」が必要である。「同じ方向を目指して共に歩もうと努力する〈われわれ〉の関係」

は、つねに、互いの距離を感受しつつ向き合う〈われと汝〉の関係とのダイナミズムのう

ちになければならず、そうしてはじめて「向き合い寄り添う」ケアが成立する。いずれに

せよ、この関係は、ハイデガーが示した二つの極端な顧慮的気遣いの可能性を超える、ハ

イデガーが指摘しえなかった、もう一つの顧慮的気遣いの可能性であると言わなければな

らない。それは、ハイデガー的に表現すれば、„mitgehenwollend-unterstützende Fürsorge“（共

に歩もうとしつつ支える顧慮的気遣い）、あるいは  „begleitend-unterstützende Fürsorge“（寄

り添いつつ支える顧慮的気遣い）ということになるであろうか。  
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