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論文要約  

初期ハイデガーと哲学史：  

『存在と時間』への道  

君嶋泰明  

 

	 本論はマルティン・ハイデガー（1889-1976）の初期思想を扱う。主著『存在

と時間』（1927）前後の時期までの講義をいくつか取り上げ、彼が同書に至るま

でに辿ったと考えられる一つの筋道を浮き彫りにすることが、まずは目指される。

そのさい、とくに彼と哲学史の関係に光が当てられる。いわゆる新カント派の中

心人物ハインリヒ・リッカート（第 1 章）、フッサール、アウグスティヌス（い

ずれも第 2 章）、アリストテレス（第 3 章）、デカルト（第 4 章）が、順に取り上

げられる。  

	 本論は最終的に、上の筋道を踏まえることにより、『存在と時間』を従来には

ない仕方で理解する余地が生まれるとも主張することとなる。これにより、アリ

ストテレス以来のある哲学的伝統にたいする、ハイデガーの独特な両義的立場が

浮かび上がる。これが本論の狙いである。  

	 本論はここでいう哲学的伝統を〈外的人間規定〉の伝統と呼ぶ。それは端的に

いって、人間の〈自己の中心的可能性〉と本論が呼ぶものにたいして、ある究極

的な規定を与える伝統である（本論はアリストテレスおよびデカルトを、この伝

統に属する哲学者として取り上げる）。この自己の中心的可能性ということで本

論が意図しているのは、要するに、〈私は何を行おうとして生きているのか〉と

いう問いにたいする、究極的な答えに相当するようなもののことである。  

	 そして、この伝統にたいするハイデガーの両義的立場は次のように特徴づけら

れる。  

	 第一に、人間は自己の中心的可能性を顕在化させるよう根源的に動機づけられ

ているにもかかわらず、それを完遂することはできない。それゆえ人間にとって

自己の中心的可能性は、どこまでも不透明なものにとどまる（ハイデガーはこの

ことをアウグスティヌスから学び、それをフッサールの現象学に取り込むという

仕方で、現象学を自分のものとした）。上の伝統はこのことを看過し、自己の中
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心的可能性を顕在化させようとすることからすれば外的と呼びうるある視点に立

って、それを規定している。ハイデガーはこのように考え、上の伝統にたいして

批判的立場をとっている。  

	 第二に、しかしこの立場は、従来の広く受け入れられた見解に反して、アリス

トテレスの人間規定を誤りとして否定することを含意しない。ハイデガーは、自

己の中心的可能性は不透明だといっているにすぎないのである。それゆえこの立

場は、人間の自己の中心的可能性がアリストテレスの考えたようなものであるこ

とを、信じることと両立する。そして『存在と時間』のハイデガーは、密かにそ

のことを信じていたと考えられるのである。  

	 本論は、本論の目的、各章の概要、先行研究と比しての本論の意義を述べた序

論を除く、全 5 章からなる。まず第 1 章と第 2 章では、いま述べたハイデガーの

両義的立場のうち、第一の批判的側面、すなわち自己の中心的可能性の不透明さ

にあくまで向き合おうとする視点が、いかに萌芽し、発展していったのかが追跡

されるとともに、この視点がアウグスティヌスに由来するものであることが明ら

かにされる。続く第 3 章と第 4 章では、アリストテレスにおける外的人間規定の

成立、およびデカルトにおけるその継承を、ハイデガーがいかに理解しているか

が確認される。最後に第 5 章では、『存在と時間』の彼が、自己の中心的可能性

はどこまでも不透明であるという立場に立ちながら、ある意味では外的人間規定

の継承者と呼べることが示される。  

	 本論は、ハイデガーの歩みの出発点を、さしあたり 1919 年戦時緊急学期講義

『哲学の理念と世界観問題』に置く。だが議論の進展とともに次第に明らかにな

るのは、彼の歩みは、彼が『存在と時間』などで回顧している、1918 年のアウ

グスティヌス解釈に端を発するものだったということである。以下、そこから彼

がどのような筋道を辿ったと考えられるのか、本論第 1 章から第 4 章までの議論

の成果を総括するかたちで述べる。  

	 ハイデガーは当初から、アリストテレスに由来する外的人間規定の伝統を問題

視していた。この伝統では、正当とはいえない手続きによって、本来不透明なも

のでしかないはずの人間の自己の中心的可能性に、究極的な規定が与えられてい

るのではないか。そこではちょうど物の製作者が、その完成した状態を前もって
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思い浮かべるように、人間の自己の中心的可能性が案出され、それが人間に当て

がわれているにすぎないのではないか。ハイデガーはこのような問題意識のもと、

アリストテレスの〈物を製作する場面に着目して作られた存在論〉とその人間へ

の適用のことを念頭に置きながら、アウグスティヌス解釈へと向かったのであっ

た。というのも彼にとってアウグスティヌスは、自己の中心的可能性が最後まで

不透明なものにとどまることを身をもって示してみせた、またとない人物だった

からである。後にハイデガーは『存在と時間』で、この 1918 年のアウグスティ

ヌス解釈を、自分に「気がかり（Sorge）」（同書で人間存在を指す用語）への眼

差しが芽生えた機縁として振り返ることとなる。  

	 だがこの視点は、当時のハイデガーにとってはまだ十分に彫琢されたものでは

なかった。そこで彼はフッサールの現象学に目をつける。フッサールにとって現

象学とは、「新たな始まりの学問」であった。それは、人間が「自然的態度」に

おいて無自覚に遂行している、世界を「受け取る」作用を、その本来の担い手で

ある「純粋意識」へと帰着・還元し、その作用の内実を分析し、もってすべての

認識の正当性の源泉である「原初的所与性」を、ことごとく「新たな始まり」へ

と変貌させようとする学問、その他のあらゆる学問の「不断の前提条件」となる

べき学問として、構想されていた。それはいってみれば、人間の生と世界の原初

的な結びつきの場面を、生の根底にある「純粋意識」の方から捉え直そうとする

学問である。  

	 ハイデガーは、こうした現象学の精神のうちに、自分の問題意識と呼応する傾

向を察知する。だがそのさい同時に彼は、創始者の錯誤をも見てとる。彼の見る

ところ、フッサールが生の根底に掘り当てようとしているものは、実際には世界

を構成する自立的な「純粋意識」などではない。それはむしろ、世界なしにはそ

の通常状態を維持できない、非自立的な「生の根本姿勢」として理解されるべき

ものである。生と世界の原初的な接触の場面は、純粋意識による世界の構成とい

う仕方で捉えられるべきものではない。それはむしろ、本論が〈潜在的自我〉な

いし〈ふるまいの潜在的可能性〉と呼ぶものを顕在化させるよう根源的に動機づ

けられているにもかかわらず、それを独力ではなしえない生が、必要に駆られて

世界へと手を伸ばす、その動きのなかで捉えられねばならない。生は、何らかの
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特定の動機づけが世界の方から与えられるまで、自分にどのようなふるまいが可

能となっているかがわからないのである。  

	 ハイデガーの歩みは、現象学にこうした〈生の非自立性への視点〉を取り込も

うとする試みとして、まずは開始された。1919 年戦時緊急学期講義『哲学の理

念と世界観問題』は、その第一歩を画すものである。同講義および同年夏学期の

『現象学と超越論的価値哲学』で行なわれているリッカート批判は、こうした試

みとの連関のもとで理解されねばならない（以上、第 1 章および第 2 章題 1 節）。  

	 さて、こうして軌道に乗ったハイデガー現象学は、1919/20 年冬学期講義『現

象学の根本問題』で、最初の深化・発展を遂げる。上の『哲学の理念』講義では

いまだ荒削りであった潜在的自我の顕在化という発想が、その達成度という点で

グラデーションをもつ「自分自身をもつこと」（私が私自身にたいして可視的と

なること）として洗練されるとともに、自己の中心的可能性がはじめて問題化さ

れるに至るのである。生は、自分自身をもつことの達成度を最大化させ、自己の

中心的可能性を顕在化させるよう根源的に動機づけられており、それが生の根本

姿勢をなしている。しかし生は、「自己の完全なる自発性」（自己の中心的可能性

の直接的な顕在化）を実現させることはできない。そしてそのことが、生の内奥

に、ある「疑わしさ（Fraglichkeit）」を醸成する。私は〈何を行おうとして生き

ているのか〉にたいする究極的な答えを手にしたと思えることがあっても、それ

が思い込みである可能性を排除しえない。自己の中心的可能性はどこまでも不透

明なのであり、生はその内奥に「疑わしさ」を抱えたものたらざるをえないので

ある（第 2 章第 2 節）。  

	 このように現象学が一定の深まりを見たことで、ハイデガーはもう一度アウグ

スティヌスに取り組むべきときが来たと考える。彼は 1921 年夏学期講義『アウ

グスティヌスと新プラトン主義』で『告白』第 10 巻を取り上げる。同巻でアウ

グスティヌスが追求するのは、「私は神を愛するとき、何を愛しているのか」と

いう問いである。彼は自己の中心的可能性は神によって定められていると信じて

いた。それは〈神のうちに入り行き、その体に合体されること〉であり、「至福

の生」である。だが彼にとっての問題は、そのことを信じるだけでなく、それを

顕在化させることであった。そして彼が切実に知りたいと願ったのは、自分はそ



 5 

の顕在化の条件を満たしているのかということであった。上の問いは、そのこと

を問うものである。私は自己の中心的可能性、至福の生、神に自分の「愛」を向

けているつもりだが、本当にそうなのか。これが『告白』第 10 巻のテーマなの

である。講義でハイデガーは、上の問いを追求するアウグスティヌスの足取りを

辿り、アウグスティヌスが最終的に、神の前で「私は自分自身にとって謎となり

ました」と吐露せざるをえなくなった地点を浮き彫りにする。それは「自負（自

分自身を重要視すること）」の根絶不可能性が判明する地点である。自負とは、

そのつど可視的となっている自分自身を愛し、これをよろこぶことである。それ

ゆえこの自負を完全に克服するには、自分の行いを自分に帰属させるのを放棄し、

すべてをただ神のみわざと考える境地に至る必要がある。だが、私はそのような

境地には至りえない。なぜなら、仮にそのような境地に至ったとしても、その瞬

間、そのこと自体が一つの自負となり、こうして自己の中心的可能性はけっして

手の届かないものとなってしまうからである。  

	 自分自身をもつことの達成度を最大化させようとする努力の先には、その完遂

不可能性＝自負の根絶不可能性が待ち受けている。アウグスティヌスはそのこと

を身をもって示したのであり、ハイデガーはアウグスティヌスから、〈生の非自

立性への視点〉を受け取ったのだった（第 2 章第 3 節）。  

	 こうして自分の出発点を再確認したハイデガーは、1922 年夏学期講義『存在

論と論理学にかんするアリストテレス精選諸論文の現象学的解釈』で満を持して

アリストテレス解釈へと向かう（ただし本論では同年執筆のいわゆる『ナトルプ

報告』におけるその要約に依拠して議論を行っている）。そのさい真っ先に取り

組まれるのは、外的人間規定の成立現場と目される『形而上学』第 1 巻第 1 章と

第 2 章の解釈である。同章でアリストテレスが目指すのは、「ソピア、智慧」の

生成過程の解明である。そのために彼は、人々がどういった人間を「ソポーテロ

ン、より理解している」と呼ぶのかにまずは着目する。たとえば人は普通、たん

に経験を通じて病の一症状への対処法を心得ている者よりも、病そのものの「外

見＝本質」に目を向けて、そこから全症状に対応できる者の方を「わかっている」

人だという。アリストテレスは、この種の「思いなし」を追跡し、人々のうちに

潜む、こうした「外見＝本質」を「もっとよく眺めようとする傾向」を取り出す。
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そしてその傾向を極限まで推し進めていった先に、「智慧」という状態を想定す

るに至る。それは、存在者を所与性へともたらすさいに人間が働かせている〈本

質に目を向ける働き〉が、その働きを完了させている状態である。そこでは、当

初は漠然と目を向けられているにすぎなかった本質――「存在者がすでにそれで

あったところのもの」――が、はじめて明確化され、現前し、定義されるに至っ

ている。「智慧」とは結局、人間が目を向けることのできるあらゆる本質にかん

して、こうした定義が完了している状態、〈定義完了状態〉なのである。とはい

えそれは、「神的なもの」とも形容されるように、きわめて現実離れした状態で

あることは間違いない。  

	 ハイデガーはここに、外的人間規定の成立を見る。アリストテレスは人間の自

己の中心的可能性を、それを顕在化させるという仕方で規定してはいない。むし

ろ彼は、あらかじめ確立されていた〈物を製作する場面に着目して作られた存在

論〉に基づき、存在者（ウーシア）とは完成した状態にあるものだという考えを

前提し、この考えを人間の〈本質に目を向ける働き〉にも適用し、その働きが完

了した状態を想定し、これを人間に当てがっているにすぎない。定義完了状態と

いう人間規定は、人間の自己の中心的可能性を顕在化させようとする努力の外側

からこれに究極的な規定を与える、外的人間規定なのである（第 3 章）。  

	 ハイデガーの見るところ、このアリストテレスの外的人間規定は、その後一つ

の伝統となり、その結果、人間の自己の中心的可能性からはその不透明性が決定

的に放逐され、自己の中心的可能性を顕在化させようとする努力の内部から見た

自己というものは、一顧だにされないこととなった。たとえば『存在と時間』の

未刊部で予定されていたデカルト批判は、そのような主旨のものとなるはずだっ

た。本論はそのことを、1923/24 年冬学期講義『現象学的研究への入門』におけ

る『省察』解釈の読解を通じて明らかにしている（第 4 章）。  

	 1918 年以来のハイデガーの歩みを一貫して導いていたのは、このような問題

意識である。自己の中心的可能性の不透明性から目を離さずに、外的人間規定は

不当な手続きにより成立したものだと心すること。これが初期ハイデガーの核心

なのであり、現象学、アウグスティヌス、アリストテレスという彼の初期の歩み

を特徴づける主要テーマは、すべてこの核心に照らして理解されねばならない。
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以上が、本論第 1 章から第 4 章までの議論の成果である。  

	 ただし本論の見るところ、これだけでは『存在と時間』のハイデガーの立場を

十分に特徴づけたことにはならない。というのも、上のような筋道を前提しても

なお、同書のハイデガーには、人間の自己の中心的可能性がアリストテレスの考

えた定義完了状態であると信じていたと見なすべき理由があるからである。ハイ

デガーは外的人間規定を成立させた手続きは批判しても、その内実の正しさは密

かに信じていた、といってもよい。本論は最後にそのことを示すべく、次のよう

に論じている。『存在と時間』既刊部の議論は、ハイデガーが「現存在」と呼ぶ

存在者が「時間性」として解釈しうることを示すことに、その大半が費やされて

いる。だが同書の目標はそのこと自体にあったわけではない。同書の冒頭で掲げ

られているように、同書の最終目標とはむしろ「時間を解釈し、それがいかなる

存在理解にとっても、おしなべて地平をなしているといいうることを示す」こと

にあった。だが同書は予定された前半部の途中までしか書かれず、所期の目標は

達成されなかった。それゆえ同書の既刊部からは、上の目標の具体的内実が不明

瞭であるうえに、なぜ既刊部の議論がそのようなところへ通じていると考えられ

るのかすら判然としない。しかしこの問題は、ハイデガーが人間の自己の中心的

可能性がアリストテレスの想定した定義完了状態であると信じていたと仮定すれ

ば解決される。というのも、仮に人間の自己の中心的可能性が実際に定義完了状

態なのだとすると、ハイデガーが「本来的」な時間性と呼ぶもの自体が、この定

義完了状態への歩みを意味していることになり、私は何かが「存在」するとはど

のようなことかを、そうした歩みとしての時間性、ないし時間を向こうに見やり

ながら理解していることになり、しかもその理解の内実はすべて、この定義完了

状態への歩みのうちに包摂されていることになるからである。いいかえれば、私

は「時間」を「地平」として「存在」を理解していることになるからである（ハ

イデガーが「地平」を第一義的に「包摂」の意味で用いていることは、1928 年

夏学期講義『論理学の形而上学的な始源諸根拠』の記述から裏づけられる）。つ

まり、ハイデガーが上のような信念をもっていたと仮定すれば、なぜ彼は『存在

と時間』既刊部の議論が上のような目標へと通じていると考えることができたの

かが、理解できることとなるのである（第 5 章）。  
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	 かくして本論の結論は次のようになる。ハイデガーは最初期以来、自己の中心

的可能性を不当な手続きで規定する外的人間規定の伝統にたいして、批判的立場

をとっていた。だがその一方で、彼は、アリストテレスがあくまでこだわってい

た、人間は定義完了状態へと方向づけられたなかを生きているという想定は、簡

単に否定し去ってよいものではないとも考えていた。そして、これを密かに信じ

てもいた。『存在と時間』は、上の伝統にたいするこうした両義的立場のもとで

書かれていると考えられるのである。  
 

 




