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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。  
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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。 
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