
前期サルトルにおける他者の出現 
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 ジャン=ポール・サルトル（1905-1980）の前期の哲学的主著である『存在と無』

（1943）の第三部「対他存在」は、実存の構造をなす対他を、私がまなざされるという体

験から基礎づけている。まなざす主体としての他者の体験を軸としたこの理論は、他者の

他性および超越性を明瞭に示した点で評価される一方1、しばしば厳しい批判にさらされ

ている。 

 なかでも Renaud Barbaras による批判は根本的である2。サルトルが対自存在や主体とし

ての他者について記述するさいに導入する前提は、他者経験についての現象学的な探求に

いくつかの困難をもたらしている。端的にいえば、意識の存在とみなされる対自と即自と

の峻別ゆえに、サルトルは身体性の構成を意識の受肉という事態から説明することを自ら

に禁じている。そのため、その構成契機として他者による対象化が要請される。その一方

で、主体としての他者をあらゆる対象化から逃れた存在とみなすことによって、主体‐他

者が対象としての他者から分離される。このことで、対他を構成しにやってくる他者を体

験するための明確な動機を世界内にもつことができず、何をきっかけにして主体‐他者の

体験が成立するか解明することが困難となる。その上で、主体‐他者の体験が可能である

ためには他者の受肉が要請されると述べられる。 

 たしかに、サルトルは受肉した主観性という考えを退けることによって、主体‐他者か

ら意識がとりうる経験的な形態を切り離した。しかし、まさにこのことによって、サルト

ルは固有身体の知覚から構想された現象学的な他者論に収まりきらない、対象としての他

者とのかかわり方の多様性を記述することができた、といいうるのではないか。本稿では

この点を評価した上で、サルトルが記述した他者の拡張された出現様態について論じたい。 

そのために、まずは参照の中心 centre de référence と不在という概念が、サルトルの他者

論の文脈で担う役割をみてゆきたい。身体概念の拡張は、この 2 つの概念を導入すること

によって可能となっている。サルトルは、意識の受肉という事態から身体を規定するかわ

りに、道具の複合が指示する参照の中心および道具連関の全体性として規定する。換言す

れば、このことは身体を状況の全体性によって規定することを意味する。このことは他者
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の身体についてもあてはまる。さらに、不在すなわち「よそにあること être-ailleurs」を「そ

こにあること être-là」の一様態とみなす。このとき、参照の中心としての身体は、他者の

固有身体が知覚されている場合であれ、そうでない場合であれ、われわれの知覚野に現前

しうる。その意味で、知覚野における他者の不在が認知される場合には、それを認知させ

る参照の中心として考えられた他者がすでに経験されているのである。こうしたことがら

は、身体と隣接した道具を自己身体の延長として捉えることによってこの概念を拡張する

こと以上の射程をもっている。 

 さらに、そこから出発して、主体‐他者の体験にとって他者の固有身体が特権的な位置

を占めないことの理由が理解される。先に挙げた Barbaras の研究によれば、主体‐他者の

体験（たとえば羞恥の現象）が、対象‐他者の非存在が開示された（私をまなざす他人に

みえたものは見間違いであった）にもかかわらず継続するとサルトルは論じており、この

記述の抽象性は批判されるべきだということになる。しかし、サルトルにとって具体的に

あらわれたまなざされる体験は、まさに他者の固有身体の不在の場面で起きている。『存在

と無』では知己から送られた手紙もまた他者の「よそにあること」を開示するという意味

で身体であると見なされるが、サルトルが従軍中に書き残した『奇妙な戦争の手帖』には、

手紙を読む経験が突如として他の主体の存在を開示する場面が書き残されている。このと

き、たしかに主体‐他者の体験は固有身体を通してなされるとはみなされないものの、私

の知覚野における身体を背景にしてなされている。この体験を支えているものこそ、拡張

された身体の概念である。 

 このように、他者経験は固有身体によって制限されない、拡張された形で記述される。

では、こうした経験は他者の何をわれわれに告げ知らせるのだろうか。本稿の後半では、

他者経験において掴まれる具体性および事実性について、『存在と無』における記述にした

がって論じる予定である。 
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生の内側に立つ――レヴィナスの「分離」概念を手掛かりに―― 

井上瞳 

「生きるとはいかなることか？」――フランスの哲学者エマニュエル・レヴィナス

（Emmamuel Lévinas, 1906-1995）はこの問いに真正面から向き合った哲学者の一人で

はないだろうか。 

レヴィナスと言えば、多くの人は「他者」や「絶対的他性」といったワードをすぐさま

思い起こすかもしれない。それに続いて、「倫理」や「責任」といったワードを思い起こす

人もいるかもしれない。 

しかし、レヴィナスの哲学は、知りもしない見ず知らずの他者に対して、理由は明らか

ではないが責任を負わなければならない、というような一本調子の哲学では本当はないの

ではないだろうか。もっと言うと、レヴィナスの哲学を研究する際に暗黙の前提となって

いる事柄、つまり、主体と他者との間の距離について、もっと批判的に考える必要がある

のではないだろうか。 

そこで本発表では、次の問題について考えたい。それは、レヴィナス哲学において、主

体と他者との間の距離はいったいどのような仕方で、どういった水準で生まれるのか？と

いう問いである。この問いに対して最もクリアに応えているのが、第一の主著『全体性と

無限』（１９６１）の中で登場する「分離（séparation）」と「享受（jouissance）」という

二つの概念であると思われる。ここでこの二つの概念がどのように関係しているのかとい

うことへの答えを先取りしてしまうなら、主体と他者との間の距離は、主体が主体として

自分自身を生きる（「享受」）ことが、他者と主体との間の距離を作り出す（「分離」）とい

うことである。 

レヴィナスによれば「分離」概念は、「私が私自身であること」であると語られる。これ

は一見すると「〈他〉を〈同〉に還元する」こととしての「〈同〉の同一化」を意味するよ

うにも思われる。しかし、まさに「私が私自身であること」としての「分離」こそが、レ

ヴィナスが「絶対的他者」と名付けるところの「他者」と「私」との隔たりを維持した関

係、その意味での「超越」を可能とするものである。 

レヴィナスによれば、こうした「分離」という事態は抽象的な概念操作によるのではな

く、「ある積極的な運動」とレヴィナスが示すもの、すなわち「享受」によって達成される。

言い換えれば、「生の内容」としてレヴィナスが考える「呼吸すること、見ること、食物を

とること」といった事柄を喜ぶことこそが「分離」という概念の内実なのである。確かに



 

 

そのような「享受」という人間の営みは、「他なるものを同化する」、あるいは「エゴイス

ム」という語で表現されはするが、しかしレヴィナス自身が「私たちは、地上の生存の展

開、私たちがエコノミー的な生存と呼ぶものの展開の只中で〈他者〉との関係を記述する

ことを提案する」と語るように、レヴィナスはあくまで、みずからの生を喜ぶという感性

の次元において「私は私である」と同定することができる人間のあり方の、どこか外では

なく、まさにその只中に、他者との関係を描こうとしている。このことをレヴィナスは以

下の仕方で表す。まとめてみよう。自身の生を喜ぶという人間の「エゴイスム」を、レヴ

ィナスは決してネガティブな意味では捉えてない。なぜなら、「分離」概念は主体が主体へ

と向かうと同時に、他者への開かれという二重の意味合いでもって始めて成り立つ概念だ

からである。では、他者への開かれとは、いったい何を意味するのか。それは、みずから

の内へと向かう主体自身のあり方は、そもそも他者からの呼びかけを聞くことができる素

地を、「注意深くある」という構えを持つということである。他者と主体との出会いは、何

かドラマティックな無根拠的なものではなく、主体の側に他者の呼びかけを「受け取る」

準備ができていることに依存する。 

こうして、極めて両義的な意味を担うものとしての「享受」概念の全貌が立ち現われる。

つまり、「享受」概念は、「私が私自身である」という内へ向かう運動であるとともに、そ

うした自身の在り方を問いただす「他者」からの「呼びかけ」をまずもって「受け取る」

素地を持ったものであり、その意味で内への方向だけでなく、外への方向をも同時に含み

持つ。 

このように、主体と生命に焦点を絞ったレヴィナス理解は、ある二つの意味を持つ。一

つは文献学的意味、そしてもう一つは、困難な生に直面している人々の生に、外側からで

はなく内側からアプローチするというものである。 

一つ目の意味については、「享受」概念のその新たな全貌を照らし出すというこの試みは、

もう一回りに大きな視点から見た場合には、これまでのレヴィナス研究においてその大半

を占めていた『全体性と無限』の核となる概念を「顔」として位置付ける潮流に対し、「享

受」をその核概念として『全体性と無限』を読解する道筋を開くという、近年巻き起こり

つつある動向の一翼を担うものである。 

そして二つ目の意味だが、これは児童虐待、それも特に性的虐待に遭った人々が成人と

なってゆくプロセスで実際に起きている現実について考えるための方法論という意味であ

る。 



 

 

児童期に性的虐待という強烈な体験をした後、生き続ける人々の内側の視点に立つとは

どのようなことか？という問いに対して、レヴィナスの「分離」概念は一つの方法論にな

ると思われる。生き続ける彼らに対し、「被害者」というレッテルを貼ることはたやすい。

また、その困難を乗り越える姿を、既存の段階的な回復図式に当てはめることもたやすい。

しかし、回復に段階があるという見方を、はたして回復の渦中にある者が取ることができ

るのかという問いは残る。なぜなら、段階というヴィジョン自体が、俯瞰的な視座から見

渡されて初めて得られる像だからである。レヴィナスの「分離」概念は、回復の渦中にあ

る人が実際に直面しているもっと複雑で、もっと漠然とした状況、診断名や図式という整

理がまったく意味をなさない水準にあるカオスそのものの構造を語りうるのではないだろ

うか。 



初期デリダにおけるハイデガーの遺産相続―『ハイデガー』講義についての一考察 

大江倫子 

2013 年に刊行されたデリダの 1964-1965 年講義録『ハイデガー―存在の問いと歴史』

（略称『ハイデガー』講義）は、当時まだ仏訳の完全版がなかった『存在と時間』につい

て、すでに仏訳の流通していたハイデガーの初期から晩年までの諸テクストをも参照しな

がら一貫した読解を提示している。デリダの主要著作発表の直前に行われたこの講義はデ

リダの思想形成においてとりわけ注目すべきテクストであり、この過程を解明することで

デリダ著作の読解において寄与が期待できる。私たちはこうした視点から初期から最晩年

までのデリダ著作におけるハイデガーの遺産相続に関する研究に着手し、デリダがハイデ

ガー存在論の隠喩に満ちた説述からその本質を抽出し、ポスト構造主義としての論理的構

造を構築し倫理の基盤として確立する過程を解明しようとしている。本稿ではこの一環と

してフランソワーズ・ダスチュールの先行研究に着目し、その提起する問いに応答しつつ、

『ハイデガー』講義から晩年に至るデリダ哲学の一貫性を検証するものである。本稿はま

ず講義全体の一貫した読解を提示し、現象学的無前提性の検証と実存論的歴史性の受容と

して示す。次にダスチュールがデリダの初期から晩年までの著作の読解において提起する

その整合性への問いに対し、『ハイデガー』講義で提示された存在と存在者の差異の視点を

導入することで、デリダの思想の一貫した整合性が確保されることを示し、その問いに応

答するものである。 

講義初回でまずデリダが強調するのは、ハイデガーが『存在と時間』において、（１）ア

リストテレスのウーシアに遡った存在への問いを問うこと、しかも（２）現象学的無前提

性において過去のあらゆる存在論と断絶してそれを問うこと、そのために（３）存在と存

在者の区別という革新的方法を講じたこと、さらに（４）その後の思想展開において存在

や存在論という語を断念するに至ることである。講義前半ではこの現象学的無前提性が、

言語と現存在の前提という二つの方向から厳密に検証される。 

また講義後半では、ハイデガー存在論の超越論的地平としての時間性、およびそれが前

提している哲学的真理の歴史性について、『存在と時間』第 2編第 5章「時間性と歴史性」

を精密に読解することで解説している。とりわけデリダが強調するのは、過去の西洋形而

上学において超時間的なものとされていた哲学的真理が、ヘーゲルにより歴史において展

開されるものとされ、さらにハイデガーにおいては、この歴史における真理の展開が有限

な現存在の時間性により基礎づけられるとする革新性である。これにより過去の形而上学

の規定した超時間的な目的論的真理と同様に、事実のみが真理を規定する実証主義的な歴



史主義も現象学的に中立化される。現存在の本質現成としての真理はある特殊なロゴスと

現象性に従って時間のうちにそのものとして現出する可能性をもつが、超越的命運により

隠蔽され顕現するとされる。この重要な帰結として、現在において現前する事実のみに基

づいて哲学的真理を規定することとしての「現前の形而上学」批判、記憶や未来への企投

による本質の開示としての真理という新たな視点が開かれる。 

しかしこの哲学的真理の歴史性はハイデガーの中後期の思想転回を経て初めて全容が明

らかになるのであり、『存在と時間』の段階では「息切れ」に留まったとデリダは結論づけ

ている。たとえば時代の閉域に規定される存在者の真理という思想は、中期の講演「世界

像の時代」において導入された時代の表象としての世界像の形而上学解釈が要請される。

真理についてのいかなる規定も時代の閉域に規定されており、存在者的視点から目的論的

に論じることはできないが、存在論的視点から超時代的省察をなすことができる。また現

存在の真理の顕現については、初期に問われていた「存在の意味」を戦後の著作「ヒュー

マニズム書簡」において「存在の真理」に置き換えたこと、また晩年の著作「存在の問い

へ」で現在としては現れないある特異な「現前性」が提起されることで、整合性をもつ論

理となるのである。フランスではこうしたハイデガーの中後期の著作が 1930 年代から仏

訳されて広く読まれていたのであり、デリダは当時完全仏訳のなかった『存在と時間』を

こうした著作を論拠として補間しつつ講じたのである。 

フランソワーズ・ダスチュールはこのような歴史性をその後のデリダは一貫して引き受

けていたのかを検証する。デリダの 60年代から 90年代までの諸テクストを読解して彼女

が提起する問いは、その思考に整合性が欠如している可能性である。すなわち以下を指摘

する。 

（１） 初期のデリダは起源の不在と意味の散種、構造における戯れの重要性を強調し、

起源から生じるとされる本来性や二項対立を否定した。 

（２） 80 年代のデリダは「世界像の時代」の表象概念の支持を表明している。他方で

命運の複数性、分裂、遅れを強調している。 

（３） 90 年代のデリダは、たとえば「メシア的呼びかけ」に見るような倫理的なもの

の根拠として普遍的構造を強調している。また「正義の脱構築不可能性」はもっ

とも困難な問題である。 

 本稿では以上のダスチュールの読解に対し、存在者にとっての意味の多様性と存在の真

理の一義性としてのデリダの構想を読解することで、諸論点を解明することを目指してい

る。 



ベルクソン『物質と記憶』における「私の現在」の概念について 

岡嶋隆佑 

 

 ジェイムズが『心理学原理』（1890）で詳述した「見かけの現在」の概念が、現代の時間

意識論における一つの主要なトピックであることに疑いの余地はないだろう。そのジェイ

ムズ（およびブレンターノ）の影響下で書かれた、フッサール『内的時間意識の現象学』

（1904-1905）、あるいはシュテルン「心的な現前時間」（1897）の時間論は、「見かけの現

在」についての有力な解釈方針として現在でも広く認められている。だが、当時彼らと同

程度の影響力をもっていたベルクソンの時間論は−−ときおり『意識の直接与件について

の試論』（1889、以下DIと略記）とフッサールの思想の類似が指摘される以外−−現代的

な観点からは、ほとんど取り上げられてこなかった。とりわけ、『物質と記憶』（1896、以

下MM）の第三章の議論は、ジェイムズの『心理学原理』を明確に意識したものであるに

もかかわらず、現在では、ベルクソン研究の内外を問わず、全く注目されていない状況に

ある。本発表は、MMにおいて「見かけの現在」に対応する概念として提示される「私の

現在（mon présent）」の概念の解釈を通して、現代の時間意識論の観点から、MMの主張を

適切に特徴付けることを目的とするものである。 

 次の順で議論を進めたい。まず、現代の時間意識論における「見かけの現在」に対する

いくつかの解釈方針を紹介し、ベルクソンの立ち位置を簡単に確認する（第 1節）。その上

で、MMの認識論の枠組みを概観し、時間意識を構成する意識内容についての基本的理解

を与えておく（第 2節）。その理解の下、最後に、「私の現在」の概念に対し一定の解釈を

施し、MMの時間論の特徴づけを行いたい（第 3節）。より具体的には、各節について、

以下のような議論を行う予定である。 

（1）バリー・デイントンiによれば、現代の時間意識論においては、「見かけの現在」−−

物理的な「厳密な現在」と区別される主観的現在−−の理解をめぐって、およそ三つの異

なる立場が区別できる。まずもって基準となるのは、継起の直接的な経験を認めるか否か

である。これを否定する立場（現象時間反実在論）の典型は、「映画説」−−時間意識を

非連続的で瞬間的なスナップショットの展開とみなす見解−−と呼ばれる。認める立場

（現象時間実在論）は、経験内容を、瞬間的な気づきに同時に呈示されるものに限定する

か否かによってさらに二つに分岐する。この限定を認め、幅のない瞬間における複数の内

容の同時的経験によって継起の経験を説明する「把持説」と、この限定を拒否し、意識に



時間幅を認めることで、変化の直接的知覚を肯定する「延長説」の二つである。ベルクソ

ンの立場が、映画説でないことは自明である。そもそも、このネーミングは『創造的進化』

で否定された立場に由来するものだからである。では、彼は把持と延長、どちらの説に与

しているのだろうか。DIにおける「純粋持続」の定義（DI, pp. 74-75）を思い出すなら、

把持説だと答えたくなるだろう。そこでベルクソンはフッサールと同様、メロディーの経

験を例に用い、通常の意味における想起とは区別される記憶の働きに訴えることで、継起

の経験を説明しているように思われるからである。 

（2）だがMMにおいて、ベルクソンは、そうした路線から離れ、時間意識における「行

動」の役割を強調し、継起の経験に対する新しい説明方針を提示するようになる。この点

を理解するにあたってまず必要になるのが、同書の第一章で提示される意識経験の構成要

素についての考察である。ベルクソンはまず、現象学的な議論によって、「知覚」を身体の

「可能的行動を反射する」ものと定義し、この定義を拡張することで、「感覚（sensation）」

に対し、身体の「現実的行動を表現する」ものという規定を与えることになる。これら二

つによって成立する基礎的な認識に「記憶」が加わることで実際の具体的な認識が生じる

ようになる−−これがMMの認識論の基本的な枠組みである。 

（3）こうした枠組みの下、MM第三章は、「私の現在」を「感覚」と「運動」の同時的な

経験として定義するに至る（MM, pp. 153-154）。ここで運動とは、感覚の受容によって身

体内部に引き起こされる「生まれかけの運動」のことであり、これは上述の知覚の基礎と

なるもの、より正確に言えば、「可能的行動」の反射を可能としている「感情（sentiment）」

として解釈することが可能である（cf. MM, chap II）。つまり、「私の現在」とは、結局のと

ころ、「感覚」と「感情」−−現実的行動と可能的行動−−の同時的経験なのである。こ

のうち感覚は、「直接的過去」と呼ばれるものの、これは把持説が問題とするような種類の

記憶に由来する要素ではなく、むしろ延長説が支持するような時間的延長を構成する働き

（収縮）に由来するものであるii。対照的に、運動ないし感情は「直接的未来」とも呼ばれ、

これは、フッサール的な「予持」に相当する要素である。こうした理解が正しいとすれば、

MMの見解は、「延長説」と「予持説」の組み合わせとして特徴付けることができる。 

                                                

i Barry Dainton, “Temporal Consciousness” in Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2010 

ii この点については、次を参照。岡嶋隆佑、「ベルクソンにおける収縮概念について」、平井靖史・

藤田尚志・安孫子信編『ベルクソン『物質と記憶』を解剖する』所収、書肆心水、pp. 239-251、2016

年。本発表は、ここで示したアイデアを一部修正しつつ、「行動」という観点から時間意識を理解す

るMM第三章の主張を詳細に検討するものである。 



我々を形而上学へと導く無について  ‐「形而上学とは何か」解釈 

加藤 皓士 

 

本研究はマルティン・ハイデガーの 1929 年講演「形而上学とは何か」で主題とされる、

存在者が存在する驚きへと我々を導く「無（Nichts）」について考察したい。「形而上学とは

何か」で無は、不安のうちで開示される自己了解の「支えの無さ（kein Halt）」として登場し

ている。不安が露わとするこの無が、存在者それ自身と全体における存在者を問う形而上学

を生起させるとハイデガーは考えている。本研究は彼の考える形而上学とは、いかなる営み

であるのかについて明らかにしたい。そのためにも無の本質である無化(nichten)が、存在者

それ自身を全体として開示することの論理について、『存在と時間』の不安分析における世

界の「無意義性（Unbedeutsamkeit）」を補助線とすることで、明瞭な理解にもたらすことを

最大の課題とする。これによって彼の考える不安のうちで生起する形而上学が、いかなる営

みであるのかが理解できるはずである。 

 1927 年『存在と時間』刊行後しばらく、形而上学そのものを考察することにハイデガー

は大きな労力を割いていた。「形而上学とは何か」は形而上学の遂行へと我々を誘う性格を

持っており、この時期ハイデガーの考えていた形而上学とは何かを理解するうえで、最重要

テキストといっても過言ではないだろう。西谷啓治1や辻村公一2などの古典ともいえる先行

研究は存在するが、このテキストの肝である無による無化の立ち入った分析はなされてい

ないと考える。本研究は他のテキストを用いつつ、愚直にこの難解な無による無化について

理解することに努めたい。 

無による無化を理解する上の問題点を指摘しよう。１）「形而上学とは何か」の無がいか

なる事態を意味するのかが判明ではない点。すでに無が支えの無さとして登場する点を指

摘した。しかしライプニッツの「なぜ存在者が存在するのであって、むしろ無ではないのか」

という問いをハイデガーは意識しており、端的な無を彼は想定しているようにも見える。

「形而上学とは何か」の無が、いかなる事態を指すのかは決して判明ではない。２）支えの

無さとしての無が、なぜ存在者それ自身を露わにするのかは不明瞭である。ハイデガーは不

安のうちで無による無化において、形而上学が生起すると考えているが、なぜ無による無化

                                                   

1 西谷啓治 『西谷啓治著作集第 8巻』143‐174頁, 創文社, 1986年. 

2 辻村公一 『ハイデッガー論攷』55‐103頁, 創文社，1971年. 



が存在者それ自身と全体における存在者を露わにするのかは解釈を要する。 

本研究はこの無を理解するうえで、『存在と時間』で分析される、死の可能性を見越して

開示された世界の無意義性に注目することが有効だと考える。支えの無さとは、自己理解の

地平としての性格を失った世界の無意義性として理解することができ、この見込みのもと

無による無化について理解したい。無意義性が死の可能性を根拠としている点を指摘する

ことで、端的な無と支えの無さとしての無を統一的に理解できると考える。無意義性に注目

することで、なぜ不安の無が存在者それ自身を全体として露わにするに至るのか、その必然

性を明確に示せるはずである。この点に本研究の意義は認められよう。 

 初めに『存在と時間』の不安分析の解釈を行う。本研究は、不安において押し迫る死の可

能性の性格に注目し、不安が他者や事物を拠り所として自己を理解することを不可能とし、

現存在を単独化（Vereinzelung）する点を示したい。死という無に直面し、もはや自己理解の

場としての性格を失った世界の全体が、不安において露わとなる世界の無意義性である点

を示す予定である。 

次にハイデガーの形而上学構想の背景と「形而上学とは何か」の無の分析についてまず簡

単に確認する。そのうえで『存在と時間』の世界の無と「形而上学とは何か」の無が、同じ

事柄を違った観点から論じている点を示したい。そのうえで無による無化が、存在者それ自

身と全体における存在者を露わにする論理について、無の無意義性に着目して明瞭な理解

にもたらすことを目指す。 

無意義性が、我々が存在者との関係から自己を理解することを不可能とし、全体における

存在者へと投げられている事実へと引きもどす性格を持つ点を示したい。またハイデガー

の考える存在者それ自身とは、有意義性の内に位置づくことのない存在者のことである点

を示したい。そのうえで存在者それ自身が、無意義性としての無と一緒になって（in eins mit）

露わとなる必然性を示す。これによって無による無化が、形而上学を生起させる論理を示せ

るはずである。 

最後に彼の考える形而上学とは何かについて示したい。ハイデガーは、存在者が存在する

驚きのうちへと無が導くことの内に、形而上学の生起を見ている。彼にとっての形而上学を、

世界の究極の根拠を反省的に問うこととしてではなく、無に対峙することで、存在者が存在

する驚きの内に踏みとどまる営みとして理解できるはずである。 

 



 

『存在と時間』の着想の謎について 

君嶋泰明 

 ハイデガーは『存在と時間』の冒頭で、同書の目標を一言で言い表して次のように述べ

ている。「以下の論考が当面の目標とするのは、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である」。だが同書は

未完に終わりこの目標が達成されることはなかった。事実、ここでハイデガーは同書の目

標が「当面の、暫定的な（vorläufig）」それであることを断り、将来的に何らかの軌道修

正がありうることを示唆している。ここには、同書が不確かな見通しのもと、いわば見切

り発車的にまとめられた著作であるという事情が現れているともいえよう（同書がハイデ

ガーのマールブルク大学正教授就任にあたって業績不足を補うべく急遽書き下ろされたも

のであることはよく知られている）。そのことは本論に入るといったん背景に退くが、同

書の末尾でふたたび顔を覗かせる。そこでハイデガーは、自分の進む道が「正しい道なの

かはそれを辿った後でしか決められない」と述べ、最後に「時間
．．

はそれ自身、存在
．．

の地平

としてあらわになるのだろうか」という疑問
．．

を提起して既刊部の議論を閉じている。ここ

で彼は、自分の見通しの不確かさを率直に認めようとしているのである。 

 従来、このことが取り立てて問題にされることは少なかったように思われる。だが発表

者の見るところ、このことは同書の企図を理解するための鍵ともなりうる問題を孕んでい

る。その問題とは、『存在と時間』の着想の謎とでも呼べるものである。ハイデガーは、

少なくとも当初は同書を書き上げられると踏んでいた。だが、それはなぜなのか。なぜ彼

は十分に見通しがきかないなか、上の目標の達成可能性にかんして何ほどか前向きである

ことができたのか。これが『存在と時間』の着想の謎である。 

 本発表の目的は、この着想の謎をより突き詰めて定式化し、その一つの解決案を提示す

ることである。結論を先取りすると、本発表では概ね以下のようなことを主張する。 

 まず着想の謎は、煎じ詰めればハイデガーが人間の実存の「無規定性」と呼ぶものに帰

着すると考えられる。まず、私はつねに何かを行おうとして生きており、現にそのつど何

かを行っている。だが前者の（1）私は何を行おうとして生きているかは、後者の（2）私

が現に行っていることと必ずしも一致しない。まず私は（1）をアプリオリには知らない。

むしろ私は、世界の方から何かを行うよう特定のかたちで動機づけられてはじめて、自分

が何を行おうとしていたのかを具体的に遂行可能なかたちで知る。そして実際にそれを行

うことにもなる。だがそれは、あくまで世界に触発されることによって私が行うことであ

る以上、（1）そのものではない。（2）は（1）に一致せず、せいぜいその近似解の一つに



 

とどまる。両者の間には解消不可能なズレが残る。かくして私の「実存」――このハイデ

ガーの用語を本発表では上記（1）と解する――は無規定なままにとどまることとなる。 

 では、『存在と時間』の着想の謎がこの実存の無規定性に帰着するといえるのはなぜか。

まずハイデガーは、同書の目標は、上記（2）を（1）に一致させようとする努力が「時間

性」という構造をもつことを示すことにより、達成されるはずだと踏んでいた。なるほど、

私が現に行なっていることと私の実存との間には解消しえないズレがある。だが私はその

ズレを小さくしようとすることならできる。いまこの努力を実存の「明示化」と呼ぶこと

にしよう。この明示化は二つの側面をもつ。第一に、それは（a）私がすでにそれを行お

うとして生きてきたことへと、（b）今更ながら立ち返ってくるという側面をもつ。だが明

示化は上のズレを解消するには至らない。それゆえ明示化は第二に、（c）明示化を断念し

て世界に触発を求めつつも、ズレを小さくしようとはしているがゆえに見えてくる「行為

（Handeln）」の機会を掴み取ろうとする側面をもつ。この全体が「時間性」であり、（a）

（b）（c）にはそれぞれ「既在性」「将来」「瞬間」なる「時間」が対応している。 

 他方、この「時間」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

いうのは、あらゆる「存在理解」の内実――これが何を意味しているのかも本発表では問

題にする――が、この「時間」により「包摂」されているということである（ハイデガー

は 1928 年の講義『論理学の形而上学的な始元諸根拠』で地平を「包摂（Umschluß）」の

意味で理解すべきことを明言している）。だが、明示化の構造が時間性であるということ

から、このことが直ちに導かれるわけではない。そのためには、仮に実存が明示化される

ことがあるとすれば、そのときには、さしあたり漠然としている「存在理解」の内実もま

たことごとく明確化されることとなる、といった前提が必要である。いいかえれば、実存

がアプリオリに、あらゆる「存在理解」の内実の明確化が完了している状態とでも規定さ

れている必要があるのである。だが実存の無規定性を主張するハイデガーは、そのような

前提に立つことはできない。では、なぜ彼は上記目標の達成可能性を信じることができた

のか。かくして着想の謎は、実存の無規定性に帰着するのである。 

 本発表では、この着想の謎にたいして次のような解決案を提示したい。ハイデガーによ

ると、上の実存規定は古代存在論の前提だった。彼にとってそれは正当化しえない前提だ

ったが、他方でそれは明示化の果てに予感
．．

しうることでもあった。彼は、哲学とはこうし

た一種の予感に従うことであることを古代存在論から学び、自分もそれを実践しようとし

た。彼にとって『存在と時間』とはその最初の試みだったのであり、だからこそ彼は、同

書の目標の達成可能性にかんして何ほどか前向きであることができたのである。 



フッサールの知覚概念とダメット的検証主義 

葛谷潤 

 

 ある主体が、他でもないある特定の内容を判断するということは、一体どういうことな

のか。より短く言えば、判断の内容が違うとはどういうことなのか。例えば、1 + 5 が偶

数であると私が判断することと、3 + 9 が偶数であると私が判断することとの間の違いは

何に存するのか。私の真後ろに一本の木が立っていると私が判断するということと、目の

前や私の右横に一本の木が立っていると私が判断することとの間の違いは何に存するの

か。現象学に限らず広く繰り返し議論されてきたこの問いに対して、『論理学研究』にお

けるフッサールの立場は明確であった。つまり、判断内容の違いは、それを直接的に確証

（充実化）するために要求される作用がいかなるものかにおける違いに存する、というの

がそれである。判断内容、判断の「意味」には、いわばその判断を「充実化的に証示する

道」(Hua XIX/1, 488)が理念的に対応しており、それによって判断内容は個別化される。

この主張は単にそれ自身直観的であるだけでなく、我々が意味をいかに理解するのか、ま

た理解しているということがいかに示されるのかという点に関しても、直観的に説得力の

ある説明方針を提供する点で非常に魅力的なものである。そしてこの主張は、時期によっ

てその内実に変化・深化があるにせよ、それ以降もフッサールが一貫して保持し続けた主

張だと考えられる(以下「基本的主張」と呼ぶ)。さて、時に指摘されてきたように、この

基本的主張は一時期マイケル・ダメットが擁護していた検証主義的な意味理解と強い親近

性を持つ。しかし、ダメットの検証主義が様々な批判・反批判の応答を通じてその意義や

問題点を明確にしていったのに比べると、フッサールの見解に対しては、それがあからさ

まな問題を抱えるタイプの観念論だという誤解を否定する論述は多いにせよ、十分な批

判・反批判の応答がなされているとは言い難い。本発表の目的は、ダメットの検証主義的

意味理解に対する批判として重要と思われるものを取り上げることを通じて、基本的主張

を批判的に吟味することである。 

 ダメットの検証主義的な立場に対する批判は実に様々なものがある。そのうちで本発表

が取り上げるのは、ダメットがのちに Truth and the Past (2005)においてそれに明確に譲歩

することになったものである。その批判は、ダメットの検証主義的な意味理解についての

説明を経験的言明に適用した結果は、明確に我々の実際の意味理解と異なるものになると

いうものである。ダメットの検証主義的意味理解においては、例えば「1 + 5 が偶数であ

る」という算術的言明の（広義の）真理条件は、「1 + 5を計算せよ。ついで、その結果を



2 で割れ。割り切れれば真、そうでなければ偽」などの形で、その言明の直接的な検証に

言及することで与えられる。ここで、「1 + 5」「が偶数である」といった表現の意味に相当

するのが、この検証を実行するために把握しているべきその具体的な計算手続きというこ

とになる。これを経験的言明に単純に適用した場合、例えば「隣の部屋が暑い」という言

明の真理条件は、「隣の部屋に移動せよ。次いで暑いという経験を持つかどうかを確かめよ。

持つならば真、そうでなければ偽」などの形で、その言明の「直接的な検証」に言及する

ことで与えられることになる。我々が問題の言明の意味を習得する過程で、このような検

証手続きを問題の言明に結びつけるということはもっともらしい。しかしにもかかわらず、

このように特定される「真理条件」と実際の真理条件との間にはあるギャップがある。こ

のギャップは、数学的言明においては見出されず、非常に離れた場所についての現在時制

言明(例えば「今ヒースロー空港では雨が降っている」)を考えた場合にはより明らかとな

り、想起できない過去についての言明を考えるとさらに拡大するが、実際には目の前の事

物の背面に関する現在時制言明でも残り続けるような、そういった種類のギャップである。 

 Truth and the Past におけるダメット自身の解決は、言語共同体の可能的な成員の観察に

訴えるいわば「間主観的」なものであった。これは、意味理解の主体の観察だけでなく、

言語的なコミュニケーションをとることができる可能的な成員の観察をその言明を「直接

的に確証するもの」に含めることで、あくまで検証主義的な枠組みの中に留まろうとする

ものであった。しかしその際、彼は検証主義のポイントを部分的に放棄した。というのも、

当の時間および場所に可能的観察主体がいるという思考を支える能力は何らかの検証手段

の所有に帰着するものではないため、彼は「グリッド」と呼ぶある種の客観的な時空間把

握の心的構成に訴えることとなったからである。しかし一度この種の譲歩をしてしまうと、

さらなる譲歩を迫られ、最終的には、もともと想定されていたような実質を失うまで検証

主義的見解は弱められる必要があるように見える。 

 以上を確認したのち、本発表は次のように論じる。第一に、フッサールが事物の直接的

確証として想定していると解釈されうるものの候補をいくつか枚挙し、どれにおいてもダ

メットに突きつけられたのと同様の問題が生じると論じる。特に、問題の直接的確証とし

て、理念としてのみ把握しうるような諸現出の果てなき連続体を考えた場合(cf. A. D. 

Smith, “Husserl and Externalism,” 2008)でも、事態は進展しないと論じる。第二に、こ

の論点についての適切な応答たり得るものを『イデーン II』第一篇における物質的自然の

構成についての論述に見出しうる見込みはあるものの、その場合には基本的主張はもとも

と想定されていたような実質を失うまで弱められる必要があると論じる。 



 

 

「居住」（demeurer）から「着用」（revêtir）へ―ポール・ヴィリリオ『トーチ

カの考古学』を通して考える、戦時における建てること、住まうこと 

小泉空 

 

 「家」は、これまで純粋に工学的、技術的観点からだけではなく、哲学的、思想的観点

からも主題化され、論じられてきた。例えば、ハイデガーやレヴィナスの住居論は、家に

対する哲学的アプローチの代表例として挙げられるだろう。彼らの住居論の各詳細、ある

いは差異をここで論じる余裕はないが、人間が家の中に住むということは、単に技術的に

解決すべき問題であるというのにとどまらず、思想的にも大きなテーマであり続けてきた。 

 ところで家というものは、内と外を分離し、外の環境（雨や雪）やよそ者から内に住む

者を守るものである。しかし家が何らかの大異変によって崩れさった場合、人はどこに住

むだろうか。例えば大災害や戦争によって、襲いかかる外部が家の仕切りを無効化してし

まった場合、人はどこに住むだろうか。その時人は、家とは別の一時的な避難所、シェル

ター、地下の防空壕へと移り住むだろう。だがこうした非常事態時における家は、通常時

における家とは異なる意味をもつのではないか。避難所やシェルターなどの特殊な家を、

純粋に工学的、技術的観点からだけではなく、哲学的、思想的観点からも論じることはで

きるのだろうか。フランスの思想家であり建築家でもあるポール・ヴィリリオの一九七五

年のデビュー作、『トーチカの考古学』は、こうした問いに対する一つの応答である。 

 ヴィリリオはこの著作の中で、非常事態における家の一つとして、「大西洋の壁」を取り

上げる。大西洋の壁とは、第二次世界大戦中、ヨーロッパを占領していたナチス・ドイツ

が、大西洋側からの連合軍の侵攻を妨げるためにフランス沿岸部に沿って建てた一万五千

のトーチカのことである。ヴィリリオは、憎むべきナチス・ドイツの遺物として、建築学

的にも、思想的にもまともに論じられてこなかったこのトーチカを、一九五八年から調査

し始めた。この調査の結果が、一九七五年の『トーチカの考古学』に結実することになる

のだが、このテキストにおいて、ヴィリリオは、トーチカを、単なるナチス・ドイツの遺

物とも、平時において人が住まうような、コンクリート製の近代建築とも異なるものとし

て位置づけている。そこで本発表は、『トーチカの考古学』のテキスト分析を通じて、戦時

における建築と居住について考察する。 

 第一節では、ヴィリリオがなぜトーチカを、単なるナチス・ドイツの遺物とは区別され

るものとして位置づけているのかを検討する。ヴィリリオにとって、トーチカは、ナチス・



 

 

ドイツのイデオロギーの産物ではない。トーチカは、ナチ体制の公式の建築のように新古

典主義的な美学の表現ではなく、別の建築の歴史に連なるものなのである。 

 第二節では、トーチカの特徴の一つとして、その継ぎ目のなさ、隙間のなさを取り上げ、

この特徴についてのヴィリリオの分析を検討する。トーチカは、柱には木材、屋根には瓦

というふうに複数の素材、パーツを組み合わせてできた建築ではない。トーチカは、一枚

岩から削り取られたストーンヘンジのように、コンクリートという単一の素材で出来てい

るのである。それゆえトーチカには継ぎ目というものがなく、複数の素材を組み合わせた

建築よりも、密度、凝集力の点において優っている。だがこの特徴ゆえに、トーチカは、

家というにはあまりに窓も少なく、壁も厚く、中は暗くて窮屈である。実際、トーチカは、

「居住する」（demeurer）には不向きな建築物なのである。このようにヴィリリオは、トー

チカ内部の身体への圧迫感から、トーチカという住環境（habitat）は、家というよりも身

体に密着する服（habit）に近いと指摘する。ヴィリリオにとって、トーチカは、居住する

ものではなく、甲冑のように「着用する」（revêtir）ものなのである。 

 第三節では、トーチカの特徴の一つとして、その形態の角のなさ、丸みを取り上げ、こ

の特徴についてのヴィリリオの分析を検討する。この角のなさは、トーチカとコンクリー

ト製で窓の多い、直角的な近代的ビルとの著しい対照を作り出すだろう。 

 第四節では、トーチカの特徴の一つとして、そのバランス構造を取り上げ、この特徴に

ついてのヴィリリオの分析を検討する。トーチカは、土台をつくる基礎工事によって地面

に定着させられるのではなく、資材の統合、自らの重心そのものによってバランスを取っ

ている。この意味で、トーチカは、大地に根付いた家というよりも、海に浮かぶ船に似て

いる。そしてヴィリリオは、第二次世界大戦を、ヨーロッパ大陸の海面化―居住不可能化

として描き出すのである。 

 

参考文献 

Virilio, Paul 1975: Bunker archéologie. Paris: Galilée. 
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美学理論の解釈学的解体―カント美学と解釈学における構想力の問題 

小平健太 

本発表の狙いは、ハンス－ゲオルグ・ガダマー(Hans-Georg, Gadamer)の主著である『真理と方

法』「第一部」における彼の思索に焦点を当て、そこにおいて展開された近代美学に対する哲学的

解釈学の批判構造と、それが『真理と方法』全体に対してもつ体系的役割とを、彼の〈芸術哲学〉

の観点のから究明することにある。 

芸術経験を「言語」および「真理」、さらには「哲学」と密接に接合させるガダマーの哲学的解

釈学は、バウムガルテン以来開始された美学の伝統において、ロゴス的位相に媒介された世界経

験の普遍性、すなわち「解釈学的経験(hermeneutische Erfahrung)」の普遍性を芸術経験の中枢

に据えることで、従来の美学理論に対して一石を投じるものであった。『真理と方法』第一部の「芸

術論」の最終項では、「美学は解釈学へと吸収されなければならない
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

」という核心的かつ大胆なテ

ーゼが掲げられ、ハイデガーの存在論哲学をさらに解釈学へと拡張させることで、ガダマーは近

代美学の伝統的な理論的枠組みの解体を試みている。近代美学は、芸術作品を「美的意識」によ

る副次的な抽象化に基づき単なる「美的対象」と見做し、同時にそれをもって芸術の経験を単な

る「美的体験」の内に切り詰めてしまった―こうした近代美学に対するガダマーの一種のアン

チテーゼは、ハイデガーと並んで従来の美学の文脈に大きな波紋を投げかけるものであった。 

しかし、他方でこうした哲学的解釈学の試みは、美的・感性的もの(das Ästhetische)の地位を

剥奪する哲学的プログラムとして、とりわけ 80年代以降多くの論者によって批判と疑問が投げか

けられた。ガダマーの芸術の思索を「解釈学への美学の狭隘化」と称したベーメ(G. Böhme)i、ま

たそれと並行するかたちで美学の解釈学への体系化を批判していたブプナー(R. Bubner)ii、さら

に哲学的な先行概念による芸術の規定を批判したグロンダン(J. Grondin)iiiなど、こうした多く

の批判的研究がなされてきた。これらに代表される研究は、ガダマーが『真理と方法』において

展開した「芸術論」の体系的不備や、芸術現象の取り扱いの一面性を指摘することで、美的現象

への解釈学の限界と制限を測定するものであったと言える。ところが他方で、こうした様々な批

判の結果、哲学的解釈学が近代美学に対して備える意義は、単なるひとつの〈アンチテーゼ〉と

しての理解に切り詰められてしまった。発表者が見る限り、こうした研究は、そのいずれも『真

理と方法』の「芸術論」を解釈学の理論構築のための一契機・手段とみなすことで、ガダマーの

芸術思想が彼の哲学全体に対してもつ体系的意義や構成的役割を独自に評価する観点が欠落して

いる。このことがひいては、ガダマーの思考を通底して貫く芸術思想の哲学的意義を見逃し、彼

の哲学思想の本質的洞察においていまだ未解決の部分を残すという事態を招いている。 
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確かにガダマーは、結果としてカントをはじめとする近代美学思想に対して一種のアンチテー

ゼを打ち出す格好となったが、発表者が見る限り、そうしたアンチテーゼの内にのみ
、、

彼の思索の

本質を見定めることは、むしろガダマーの理解に関する重大な誤解を招く危険性がある。『真理と

方法』におけるガダマーのカントに対する批判的分析の意図は、近代的美学の枠組みを全面的に

退けたところにその新たな基盤を打ち立てることではなく、むしろカント美学の批判的かつ内在

的な克服にあった。果たしてガダマーによるカントの分析論は、美学の問題をあぶりだすためだ

けにあるのであろうか。またそれを経た後、ハイデガーによる存在論の枠組みをもって包括的に

克服されることで、カント哲学における美をめぐる問題領域は哲学的解釈学の領域から完全に捨

て去られてしまうのであろうか。こうした問題意識のもと、本発表はガダマーのカント批判の文

脈に今一度注目し、その意義を改めて問い直す。従来の研究は、カント批判の文脈が独自に備え

る体系的意義を慎重な態度をもって考慮して来ず、その結果、ガダマーとカントの本来的な関係

は見逃されてきたのである。この点は、ガダマーが依拠する哲学的解釈学の本来の立場を際立たせ

ると同時に、それをもって彼の美学史上の立場をも明確にするための重要な論点となるはずである。 

本発表が辿る道筋は、以下の通りである。はじめに、『真理と方法』第一部第一章第二節におけ

るガダマーの記述を手がかりに、近代美学の理論的枠組みを解体する〈解釈学の批判構造〉を究

明する。第一に〈自然美と芸術美〉の関係、そして第二に〈趣味と天才概念〉との関係をめぐる

カントの所説に対するガダマーの理解に注目し、そこからカント美学に潜在する難点を指摘しつ

つ、両者の関係構図そのものを解体するガダマーの思考を記述する(第一節、第二節)。そこでの

記述を経て、美的判断力のアプリオリテートに回収され得ない「芸術の立場」を示すこと

で、近代美学の主観性に対する解釈学の批判構造を明らかにする。さらに、こうしたガダ

マーの〈解体〉の思考が、そうした美および芸術的現象をめぐる認識論的な図式にいかなる揺ら

ぎと裂け目をもたらすものであるか、この点を構想力概念に関するガダマーの晩年の思索に注目

しつつ、『真理と方法』との思索との内的連関を規定したうえで、美学と解釈学の関係内部より明

らかにする(第三節)。本発表は、以上の三つの考察をもって、『真理と方法』に限らず、機会のあ

るごとにガダマー自身論じてきたが、従来慎重な態度をもって検討されてこなかったカント美学

とガダマー解釈学との関係性、さらに彼の芸術哲学の立場から言えば、美学に対して解釈学がも

つ本来の意義を解明する。 

                                                           
i  G. Böhme, Aisthetik: Vorlesungen über Ästhetik als allgemeine Wahrnehmungslehre, München: 
Wilhelm Fink Verlag, 2001, bes., S. 145-7. 
ii R. Bubner, Ästhetische Erfahrung, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1989, bes., S. 13. 
iii J. Grondin, Hermeneutische Wahrheit? Zum Wahrheitsbegriff Hans-Georg Gadamers, Königstein: 
Verlag Anton Hain Meisenheim GmbH, 1982, bes., S. 119. 



フッサール基づけ理論の一般化 

齋藤 暢人 

 

フッサール『論理学研究』第三研究における全体部分論のなかの「基づけ Fundierung」

の理論は、これまで一部の研究者の注目を集め、現代的な観点からの解釈、再構成が試み

られてきた。今日、フッサールの基づけ理論は、全体部分論、いわゆるメレオロジーを土

台に、基づけ関係が導入されることによって成立する内包的理論として理解されるのが一

般的である。 

こうした方面の研究は、主に英語圏のフッサール研究者たちが先導してきた。彼らの多

くが分析的存在論、形而上学にも関心をもつことから、この傾向は自然なものと言えよう。

Null、Simonsらがその先鞭をつけたかたちであるが、それらの成果は Fineによって総合さ

れ、研究の発展には一区切りがついた観がある。彼らの努力により、フッサールの基づけ

理論が論理的にみて豊かな内容をもっているばかりでなく、哲学的にも興味深い主張を含

んでいることが明らかとなった。 

本発表では、こうしたフッサールの基づけ理論に関する先行研究の成果を踏まえつつも、

主に論理的な観点から基づけ理論をさらに展開させることを目指す。とりわけ Fineによる

結果は、論理的にみて意義深いものであり、大いに発展の余地があると見込まれる。本発

表では、とくに Fineの結果を拡張することで、基づけ理論の一般化を目指す。 

Fine によれば、フッサールの基づけ理論の本質はトポロジーである。このコメントは、

単なる印象批評として受け止められるべきではない。Fineが提示した結果は、フッサール

の理論が比喩的にではなく、論理的に正確にトポロジーとして解釈されうることを示して

いるからである。フッサールの理論は、少なくとも Fine によって整理されたかぎりでは、

数学の一分科としてのトポロジーのなかに位置づけられなければ、その真価が明らかには

ならないものなのである。 

もしそうであるとすれば、われわれの前には、フッサールに起源をもつ論理的哲学、あ

るいは論理的存在論を、新たな段階へと発展させるための重要な概念的リソースが大量に

残されていることになる。トポロジー研究は数学のなかでも発展著しい分野であり、そこ

には活用すべきものがおびただしく堆積しているのである。とくに、近接、近傍といった

概念による位相の特徴づけは、基づけ関係と密接に関連するものであり、もっと注目され

てよい。これらの先行研究を踏まえつつフッサールの理論をトポロジーとしてとらえ直せ



ば、基づけ理論と、メレオロジーの発展形態であるメレオトポロジーとの関連性を考える

こともできるであろう。また、トポロジーであるということに関しては、当然考慮される

べき双対性に注意した検討、分析がなされるべきである。基づけと双対的な関係がどのよ

うな性質をもつのか、それらは全体としてどのような論理的な体系を構成しうるのかにつ

いて考えることができるであろう。論理的視点の導入により、フッサールの思考の論理構

造をさらに深くまで探ることができる。 

この方針のもとでフッサール現象学の理論的射程を展望するが、それによって浮かび上

がってくるのは、フッサールの全体部分論の哲学的な意義である。フッサールが基づけ理

論を用いて考察した「統一」「連続」などのテーマは存在論の主要なトピックである。こう

した高度に抽象的な問題について考察し、わずかでも有意義な進歩をみせるのは決して容

易なことではないが、フッサールの論理的・数学的洞察と分析はこの点で成功を収めてい

るように思われる。フッサールの考察がアリストテレス以来の存在論・論理学の伝統の中

でひとつの時代を画するものであった、ということを示したい。また、フッサールの理論

は数学史的にも興味深いものであり、その後の構造主義への展開のなかにその影響が辿れ

ないであろうか、ということに関しても考えてみたい。 

フッサールが構想した「形式的存在論」は、実際には具体的な展開を見ていないが、フ

ッサールの思想を発展させることが、論理・数学の現象学の進展に対する幾許かの寄与と

なることを願い、研究の現状を報告する。 



人間と動物との間の深淵をめぐるハイデガーの問い  

城田純平  

「人間を、しかも他の様々な生きもの（Lebewesen）のうちの一つとしての人間を、植

物や動物や神に対して境界づけるとき、私たちは、そもそも人間の本質（Wesen des 

Menschen）へと至る正しい道のりにいるのだろうか」（GA9, 323）。1947 年に公刊された

『ヒューマニズム書簡』においてハイデガーはこのように問う。そして彼によれば、こう

して、「人間の本質」を捉えるにあたって、人間が「生きもの」の一つであることを前提と

するようなときには、「たとえ、人間を動物と等置せず、むしろ人間には或る種差

（spezifische Differenz）が属するということを認める場合であろうとも、人間は、最終的

に動物性（Animalitas）という本質領域へと追放される」（ebd.）ことになるのだという。  

上のようにハイデガーが語ることの背景について、ガダマーはこう指摘する。「『存在と

時間』を超越論哲学的に自己解釈することを修正しようとハイデガーが試みたとき、当然

ながら、生（Leben）の問題が新たに視野に入ってきたにちがいない。それゆえハイデガ

ーは、『ヒューマニズム書簡』において、人間と動物との間に口を開いている深淵（Abgrund）

について語っているのである」（Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen, 

4/1975, 249）。  

しかし実のところ、いわゆる「転回」を俟つまでもなく、1919 年から 1923 年にかけて

の初期フライブルク期の時点で、既にハイデガーはこうした生をめぐる問題に取り組んで

いる。もちろん、ここで言うところの生とは、その後の 1925/26 年講義のハイデガーの言

葉を借りるならば、「植物的ないし動物的な存在（vegetatives und animalisches Sein）」

の意味の生、すなわち ζωή のことであって、「人間の実存（menschliche Existenz）」の意

味の生、すなわち βίος のことではない（GA21, 34）。初期ハイデガーによって βίος が事

実的な生として主題化されていたことは周知の通りであるが、他方で、ζωή の意味での生

に焦点が当てられるケースの多くは、西洋の伝統的な人間理解が検討される文脈において

見られる。例えばハイデガーはこう言う。「「理性的動物（animal rationale）」という定義

を導きの糸にして人間に視線を向けることはすなわち、人間を、生という様式で人間と共

に現存在する他のもの（動物、植物）の圏域において見ることであり、しかも言葉をもつ

（λόγον ἔχον）存在者として見ることである」（GA63, 27）と。そして初期ハイデガーは、

このような伝統的な人間理解に対して繰り返し否定的な態度を示している。  

つまり、冒頭に引用した『ヒューマニズム書簡』において表明されている危惧は、実は、

初期フライブルク時代のハイデガーにおいて既に自覚されていたものと考えられるわけで



ある。それゆえ、ガダマーの言に戻るならば、『存在と時間』を超越論哲学的に自己解釈す

ることの修正という動機はともあれ、生の問題が後期ハイデガーにとって「新たに視野に

入ってきた」とする指摘は適当でないだろう。「人間と動物との間に口を開いている深淵」

は、初期フライブルク時代のハイデガーによって既に覗かれていたところである。  

 さて、いま 1920 年代後半のテクストに目を移してみるならば、そこではこうした「深

淵」をめぐる問題が、同時代人であるシェーラーへの批判という場面で顕在化しているこ

とが見て取れる。例えば、1925 年の『時間概念の歴史への序説』においては、「シェーラ

ーが、志向的なものや作用、人格や人間を規定するために取る道のりも、理性的動物とい

う、人間についての伝統的定義に彼が定位したままであるかぎり、さらに先へと続いてい

くことは原則的にありえない」（GA20, 174）とされている。そして、こうしたシェーラー

との対決が最も積極的な形で見られるのが、ザフランスキーが「『存在と時間』に続く第二

の主要作品」と呼ぶところの 1929/30 年の講義、『形而上学の根本諸概念』なのである

（ Rüdiger Safranski, Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine Zeit , 

Frankfurt am Main, 1997, 229）。  

 同講義においてハイデガーは、シェーラーが人間を次のような存在として捉えることを

痛烈に批判する。すなわち、「物質的な存在、動物や植物の存在、[人間に ]特有の精神的な

存在という、存在者の全ての段階を自分自身の内で統合しているような存在」として人間

を規定することは、シェーラーにおける「根本誤謬」なのだという（GA29/30, 283）。しか

し他方で、同講義においてハイデガーは、人間以外の動物と環境世界との関わりについて

の分析から議論を進めており、とくにシェーラーがユクスキュルからの影響を受けて主張

し て い る よ う な 、 有 機 体 と 環 境 世 界 と の 間 の 機 能 循 環 を 、「 抑 制 除 去 の 輪

（Enthemmungsring）」なる概念を用いて積極的に論じるなど、明らかに哲学的人間学を

意識しつつ議論を展開していることもまた認められる。しかし、実はこうしてあえて方法

論的にシェーラーを模倣することの背景には、人間と動物を弁別する仕方について、自身

のそれを哲学的人間学のそれから明確に際立たせようというハイデガーの意図があったの

ではないだろうか。  

 そこで本発表では、初期から後期に至るまで一貫してハイデガーが関心を持ち続けた、

人間と動物との間の深淵をめぐる問いを、『形而上学の根本諸概念』を主要テクストとして、

シェーラーの人間学との根本的な相違に注意を払いつつ、あらためて検討してみたい。い

ったい、Animalitas ないし ζωή へと人間を追放することなしに人間を捉えようというハ

イデガーの試みはいかなるものであり、それは果たして成功していると言えるのだろうか。 



無限の臨床 −レヴィナスの無限概念について− 

塩飽耕規 

 

 本論は、臨床心理士である筆者が、臨床心理士としての自らの経験について、現象学の

概念をもとに分析する試みである。 

 分析の対象は、一般にカウンセリングと呼ばれるものや心理的援助あるいは何らかの解

決を求めて来談するクライエントと 50 分という決められた時間に密室に入った筆者が、

そのクライエントのあらゆる表現を「理解」しようと努めた際に経験したものである。分

析の方法は、文献研究の一つの応用として、現象学者の概念を対象となる自身の経験に当

てはめつつ、その概念の適応の可能性と限界を検討するものである。 

 こういった分析の前例は少ない。歴史を振り返ると、現象学と広い意味での医療との結

びつきは大別して３つに分けられる。１つは、Husserl, E.、Heidegger, M.と同時代に生き、

彼らと積極的に交流を行った Binswanger, L.や Boss, M.の実存分析、そして、Dilthey, W.の

精神科学を積極的に取り入れた Jaspers, K.など構築した現象学的精神病理学。２つ目は、

Merleau=Ponty, M.が現在でいうところの高次脳機能障害の症状を分析し、現象学の内部か

ら現象学の根本概念を問いただしたフランス現象学運動の一つの源流。そして３つ目が、

Merleau=Ponty, M.の身体論、Heidegger の存在論を参照軸としつつ、ケア論として Benner, 

P.や Wrubel, J.らが切り開き、現在の日本では逐語録の分析として発展しつつある臨床現象

学の領域。この３つである。本論はそれら３つとは異なり、治療者自身の一人称的経験の、

治療者自身による分析である。 

 とはいえ、患者のものではなく治療者特有の経験を記述するための概念がこれまでなか

ったわけではない。代表的なものは、Rümke, H.C.の“praecox gefühl（gevoel）“である。「プ

レコックス感」、ないし、かつて「分裂病臭さ」と訳されていたこの概念は、統合失調症を

前にした時の治療者に固有の経験を明らかにしたものである。これは、治療者内部の「対

人接触本能」が患者のそれに届かず、自らの「情動の生硬性」に足止めさせられることで

あり、Rümke, H.C.はこの自らの経験をもとに統合失調症の診断可能性を示唆した。 

 さらに松尾（2004）は、Rümke, H.C.が目指したものを、「叙情現象学」と彼が呼ぶ記述に

おいて進展させた。彼は、目の前の患者に関する自分自身の体験を語る際、たとえそれが

文学的であろうと、そのような形式こそが「私・精神科医の心象風景、主観的真実」であ

り、そこに精神科医としての自分と患者の間に「原分別の拓け」があるという。本論は、

Rümke, H.C.の「プレコックス感」や松尾の「原分別の拓け」による探求の延長にある。 



 素材となる経験の断片を以下に示す。なお、本論は精神病理学的研究ではないという理

由と、守秘義務があるという理由で、クライエントの情報は最小限に止める。  

 クライエントは少女である。彼女は本人の意志で面接室に来談したわけではなかったが、

本人の意に反して来させられたかどうかも定かではなく、筆者の質問には表情一つ変えず

答えず、開始当初の数回は一切言葉を発さなかった。彼女は 50 分の間、画用紙に何枚か絵

を描いては黙って部屋を出て行くということを続けていた。筆者は臨床心理士として、自

身の感情を含めたありとあらゆる情報をもとに彼女を「理解」しようとしていた。しかし、

面接を何度経ても彼女の疾患分類すらわからず、その都度の心理学的見立ては失敗してい

るように感じつつも、彼女の勝手気ままな表現にポツポツとコメントをしていた。数ヶ月

たった時、彼女は不意にキリスト教の「偉い人」の話を始めた。そういう「偉い人」が普

通の人たちの中に紛れ込んでいるといい、やや支離滅裂な論理を用いて私を見ながら「も

しかして、神様ですか？」と尋ねてきた。筆者は、早くなる自分の鼓動を感じながら、こ

れまで気づくことができなかっただけで彼女はすでに統合失調症を発症していたのだと確

信した。数秒の間はあったろうが、筆者は恐る恐る「私はあなたの話を聞くことはできる

が、あなたの願いを叶えることはできない」と伝えた。 

 以上が対象となる素材の断片である。この経験の要点は、筆者が「神様ですか？」と問

われたことによって生じた圧倒的な不安にある。この時筆者は、二人しかいない密室の中

で、自分が「神様」になってしまっていたという出発点の定められない現在完了と、彼女

の永遠続きそうな欲望の受け手になっているという終わりのない進行形に晒されたが、つ

いにそれに耐えられなかったのだ。この経験は、Levinas, E.のいう他者を前にした時の「忍

耐 patience」に近い。筆者の「理解」は上滑りし続け、未来に向けた彼女の役に立つ言葉か

けを見出せず、過去の面接は常に今の面接は切り離されていた。そして、彼女の突然の饒

舌な語りに巻き込まれつつ、「神様」という無限に落ち込む手前で「話は聞くことができる」

という有限性に着地したのである。彼女の「神様」ではなく、有限な人間になることで筆

者のエゴイズムに逃げ込んだともいえるが、それまでの筆者の不安の中には、極限まで無

限に引き裂かれる可能性と、有限に戻ろうとする運動の両方があったのではないだろうか。 
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表現におけるスタイルと身体イメージ 

新松寛明 

 

 本論は、メルロ＝ポンティの「メタモルフォーズ」「スタイル」という二つの概念に注

目することで、ジェスチャーという表現的身体活動における身体イメージという概念を明

確化し、それが果たす役割を明らかにすることを目的としている。  

 メルロ＝ポンティは表現を「メタモルフォーズ」と呼び、その特徴として、①「世界の

モデル化することを目論む」ことと、②「それはそれを示すために世界へと立ち戻る」こ

とであると述べている。  

 これまで表現的身体活動については言語や絵画との類比において、それが①「世界のモ

デル化」であるという側面が強調されてきた。そうした解釈の例としてショーン・ギャラ

ガーを挙げることができよう。ギャラガーは"How the body shapes the mind（2005）”におい

て、メルロ＝ポンティを参照しながら、ジェスチャーのような表現的運動（expressive 

movement）に関して、「表現的運動についての誤った考え方は、それを信念や思考、観念

といった内的であり、既に形作られた何かを表現するものと考えることである(p. 128)」と

述べている。つまりジェスチャーのような表現的行為は発話と同様に、特殊なケースを除

けば、その行為そのもののうちで意味が「受肉」するものである。こうした見方は表現を

新たな意味生成＝世界のモデル化とする①の解釈に他ならない。本論では、表現に関する

こうした一般的解釈を前提にしつつ、語られることの少ない②の特徴を「スタイル」とい

う概念から考察する。  

 ギャラガーは「表現的運動が表現的であるのは、既にそれが間主観的である場合のみで

ある」と述べ、表現が「立ち戻る」世界を間主観的構造として解釈している。またムーア

とメルツォフによる新生児による顔真似の実験を挙げ、そうした間主観的構造を生得的な

身体図式によるものであるとしている。しかし後天的に身体図式（触覚と固有受容感覚）

を失ってもなお、ジェスチャーを行うことのできる患者の例を示している。またその患者

が、自らの四肢を意識的な監視下に置かずとも、ジェスチャーを行えることから、身体図

式の代替として身体イメージが用いられる可能性を排除している。したがって、ジェスチ

ャーという表現的運動は「身体図式によっても、身体イメージによっても説明することの

できない謎」として残るのである。  



 しかしメルロ＝ポンティは、メタモルフォーズの①の特徴が成立するための「スタイル

の働き」とは、個人の持つ「観念やクセ」などではない。それは「彼の身体の輪郭や日々

の動作と同じように他の人たちにもよくわかるが、彼自身にはあまりよく見えないある定

式化なのである」。 

こスタイルは少なくとも身体の「自動化」を可能にする図式的機能とは異なる自己につい

ての認識である。すでに実現されている意味を維持する力と変化してゆく力が拮抗し、形

態がたえず変形していくような動的なプロセスとしての表現においてこそメタモルフォー

ゼは捉えられなくてはならないのではないだろうか。笑うことを一つの表現として考える

と、「笑え」という命令によって笑うことができないように、表現的運動は無条件的では

ありえない。スタイルが示すのは、表現を可能にするこのような自己拘束としての新たな

身体イメージと言えるだろう。  
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他者理解において移入されるもの  

鈴木崇志 

 本発表は、エトムント・フッサール（1859-1938）の他者論を、言語論の観点から取り上

げ直す試みである。そこでまずは、本発表が彼の言語論と他者論としていかなるものを念

頭に置いているかを述べておきたい。 

 フッサールの言語論は、体系的なものとしては、『論理学研究』（1900/01：以下、『論

研』）において構想された「純粋文法学」が最も初期のものである。ただしこの構想は同

書の第 1 版と第 2 版のあいだで変化している。よってその変化の詳細を明らかにすること

が、彼の言語論の全体像を捉えるための手がかりとなるだろう。 

 他方でフッサールの他者論は、大まかに言えば、モナドロジーと他者経験の理論という

二本立てで構想されている。ここでいうモナドロジーとは、彼の超越論的現象学の枠組み

の中で、超越論的な自己と他者（それらは、数的に区別される具体的な超越論的主観性と

して、モナドとも呼ばれる）の関係を説明する理論である。これに対し、他者経験の理論

とは、いかにして私が世界の中で他者を経験するかを説明する理論である。よってそこで

は、超越論的な他者よりもむしろ経験的な他者が問題となる。これら二つの理論の関係に

ついては慎重な考察が必要だが、ひとまず本発表では他者経験の理論に注目したい。 

 なお、フッサールの他者経験の理論は、従来は感情移入（Einfühlung）という種の他者

経験に重点を置いて紹介・批判されてきた。他者経験の理論を詳しく扱っている唯一の公

刊著作である『デカルト的省察』（1931）自身が専ら感情移入という他者経験だけを扱っ

ていたことを考慮すると、先行研究においてこのような偏重があったことは仕方のないこ

とかもしれない。しかし感情移入説の不完全さが示されたからといって、そこからただち

に他者経験の理論の失敗が示されるわけではない。なぜなら後述するように、フッサール

の他者経験の理論においては、感情移入ではないような他者経験がありうることが随所で

示唆されているからだ。発表者が試みるフッサールの他者論の新たな解釈とは、この感情

移入とは別の他者経験を、彼の言語論を踏まえて提示することにほかならない。 

 そこで、本発表が答えるべき問題を「『論研』における純粋文法学の構想の変化は、他

者経験の理論にいかなる影響を与えたか」と設定したい。そしてこれに答えるために、本

発表は、まず第 1 節において『論研』における純粋文法学の構想の変化を確認し、次に第

2 節において、この純粋文法学の拡張に伴って考慮されるようになった「相互理解」をめ

ぐるフッサールの取り組みを、特にその中で起こる Einverstehen という作用に焦点を当て

て説明する。そして最後に第 3 節で、この Einverstehen を一契機とする「理解」が彼の他



者経験の理論において果たす役割について考察してみたい。 

 本発表の第 1節は、『論研』の第 4研究の第 1 版（1901 年）と第 2 版（1913 年）の版の

異同に注目し、「純粋文法学」の構想に生じた変化を説明することを試みる。そのための

手がかりとなるのは、第 1 版において「純粋文法学（reine Grammatik）」と呼ばれていた

ものが、第 2 版では「純粋論理文法学（reinlogische Grammatik）」と修正されていること

である（XIX/1, 348）。そして第 2 版においては、純粋文法学は、純粋論理文法学だけで

なく、「相互理解（Wechselverständigung）」のアプリオリをも扱うものとして拡張されて

いる（XIX, 348f.）。ただしこの相互理解は、『論研』のプログラムの中では取り扱いづら

い概念であるため、公刊された版においては度外視されている。 

 そこで次に、本発表の第 2 節は、この相互理解をめぐる問題を具体的に論じているテク

ストとして『フッサリアーナ』第 XX/2 巻所収の『論研』の書き換えのための諸草稿を参

照する。特筆すべきは、1914 年に執筆されたある草稿（Husserliana, Bd. XX/2, Text Nr. 2）

の中で、フッサールが、「言語的な相互理解（sprachliche Wechselverständigung）」を論じ

る過程で「Einverstehen という現象」に注目していることである（XX/2, 35）。そしてこの

Einverstehen は、相手の発言に同意して判断を共有するという意味での「共に判断すること

（Miturteilen）」とは区別され、むしろその前段階として考えられている（XX/2, 38）。こ

のとき Einverstehen は、「判断を、話し手の原的な持ちものとして、話し手の中に入れる

（es [=dieses Urteil] dem Sprechenden als sein originäres Haben einlegen）」ということである

とされる（XX/2, 43）。そしてこの Einverstehen が可能であるか否かということが、対話の

相手としての他者と「機械人形」（XX/2, 38）を区別するための基準となるのである。こ

れらのフッサールの主張を考慮して、本発表は、Einverstehen が「感情移入（Einfühlung）」

と並ぶもう一つの他者経験として考えられていると解釈する。この解釈のもとでは、この

語を「判断移入」と訳すことも可能かもしれない。 

 以上を踏まえて、本発表の第 3 節は、この Einverstehen を一つの契機とする「理解」が

他者経験の理論において果たす役割を、特に『論研』の書き換えが断念された 1921 年に執

筆されたある草稿（Husserliana Bd. XIV, Text Nr. 5）——そこでは少なくとも二回「相互理

解」への言及（XIV, S. 105, 106）がなされている——に注目して考察し、本発表が設定し

た問題に答えることを試みる。このようなアプローチを行うのは、Einverstehen において自

他の間で生じる出来事を記述することが、他者経験の理論における「理解 Verstehen」の諸

相を説明する上で決定的に重要だと考えられるからだ。おそらくは、私が理解するのが機

械人形の言葉ではなく他者の言葉であるという点こそが、他者経験の核心なのである。 



初期デリダのレヴィナス批判における「自己性」と「差異」の位相 

鈴木康則 

 

 デリダは「暴力と形而上学」においてレヴィナスに対する批判を展開した。この長大な

論考は、デリダ自身の思想形成として解釈できる内容を含んだ意義深いものである。本発

表ではデリダのレヴィナス批判のうち、「自己性 ipséité」および「差異」概念（のちのデリ

ダの概念となる「差延」に重なるもの）を取り上げ、その内実および射程を明らかにした

い。 

 デリダが「暴力と形而上学」で言及した「自己性」は、レヴィナスが『全体性と無限』

で既に使用していた概念であるが、デリダの用法はレヴィナスとは異なったものである。

レヴィナスは「個」と「一般」という対立には収まらないものとして、自己の実存するあ

り方を「自己性」と呼んだ(TI 122)。レヴィナスは「自己性」を「他人」に適用しようとは

せず、あくまで〈エゴ〉や〈同〉の側に位置づける。レヴィナスとは対照的に、デリダは

「他人」に対しても「自己性」が認められねばならないと主張するのである(ED 185)。デ

リダの見るところ、「我」と「汝」の関係（言い換えれば「私」と「他人」との関係）は「論

理的な不条理」(ED 185)を抱え込むのであって、「経験的非対称性」と「超越論的対称性」

という難解な概念をデリダは提起している。 

 ここでのデリダの立場を検討するためには、デリダとヘーゲルの関係を検討する必要が

ある。というのも、「私」と「他人」の関係の記述としてデリダが賞賛するのは、ヘーゲル

の『精神現象学』だからである(ED 185)。しかしここで疑問が生じる。レヴィナスの『全

体性と無限』は、そもそもヘーゲルへの批判を念頭に置いたものだったのではないか。デ

リダはなぜレヴィナスによって拒絶されたヘーゲルを再び取り上げたのだろうか。言い換

えれば、いかなる解釈によって、デリダはレヴィナスに対して『精神現象学』の意義を再

肯定しえたのだろうか。ふたつの概念にここで着目したい。 

1) 「差異」概念の捉えなおしによって。デリダはヘーゲルにおける「差異」（あるいは

「区別 Unterschied」）を、「矛盾」とは違う仕方で捉える。「暴力と形而上学」をはじめ、『余

白』に収録されている諸論考において、デリダは「自己性」、「同一性」、「等しさ」、「他性」

などの諸概念との関係において「差異」の根源性を見出そうとする。 

2) 「力」概念の捉えなおしによって。デリダは「力 force」の概念を論じたヘーゲルを

評価しながらも、ニーチェの「力」概念（ドゥルーズによる解釈(Deleuze 49)を参照しつつ）



から発して「差異」の意義を捉えなおす。レヴィナスにおいては、「対立の力」は「超越」

を破壊するとされていたが(TI 161)、デリダは「対立の力」が「エゴ」と「他なるエゴ」と

の関係を決して破壊せず、「エゴ」同士（ふたつの「自己性」）の「対立」によってこそ「超

越」が可能となるとみなす。 

デリダがレヴィナス批判において提出した「自己性」という概念は、ヘーゲル解釈を軸

として、ニーチェとハイデガーとの関係も絡み合っていた。さらに細かく見れば、ドゥル

ーズとイポリットもデリダによる解釈に関与しているだろう。これらの複雑な解釈の絡み

合いを辿ることによって、デリダによるレヴィナス批判の射程が明らかになる。デリダに

よるレヴィナス批判は、その内実の複雑さゆえに「デリダは矛盾を抱えている」という反

論を呼び起こしてきた（小手川 148、関根 126）。ヘーゲルにおける「区別」が「矛盾」と

論じられていたことを踏まえるなら、デリダは確かに「矛盾」（区別としての）を抱え込ん

でいたことは間違いない。ただしその「矛盾」は自他関係の前提となる「差異」であって、

拒否されるべきものではまったくない。デリダのレヴィナス批判において登場する「自己

性」および「差異」とは、やがて「差延」へと繋がる思考だったのである。 
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ハイデガーの空間論 

高井 寛 

 ハイデガーの主著『存在と時間』には、小さな空間論がある。ここで「小さな」と呼ん

だのは、それが全体で八十三節あるこの著作のわずか三節を占めるにすぎず、またその書

のタイトルの通り、ハイデガーの関心は「存在」と「時間」の関係に向かっているからで

ある。しかしこのことは、それが私たちの空間把握に関する興味深い議論を含まないこと

を意味しない。本発表が試みるのは、その問題の空間論の内実を改めて解釈し、その哲学

的な魅力を明らかにすることである。 

 ところで当の空間論には、H.ドレイファスからハイデガーに向けられた有名な批判が存

在する。ハイデガーの空間論を解釈する者たちは、多かれ少なかれ、この批判に応答する

ことを目指してきたのである。ドレイファス曰く、「空間に関する議論は『存在と時間』中

で最も難しい箇所のひとつだが、その理由は、その箇所が他の議論よりも深いものとなっ

ているからではない。根本的に混乱しているからである。ハイデガー自身はのちに、人間

存在たちに対して存在者たちが現れる公共的な
．．．．

［public］空間を、それぞれの個人的な
．．．．

［individual］人間存在に中心化された空間性からはっきり区別することが［当時の］自

分にはできていなかったことに気付くことになる。（Hubert, L., Dreyfus(1991), 

Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger’s Being and Time, Division I, p.128） 

ドレイファスによれば、「個人的な人間に中心化された空間」と「公共的な空間」を、『存

在と時間』は厳密に区別できていない。この批判は、それ自体で多様な解釈を許容するも

のの、ごく簡単に再構成すれば、「私」という一人称を原点として前後・左右に開けている

「主観的な空間」と、そうした「私」もまたその中に位置を占めるに過ぎない、すなわち

特定の視点を前提としない「客観的な空間」との区別をつけることにハイデガーは失敗し

た、というものになるだろう。 

 本発表では、このドレイファスからの批判が『存在と時間』には当たらないこと、すな

わちハイデガーの空間論はこうした区別をまさに考慮しており、それどころかそこで登場

する重要概念はその区別を説くためのものである、ということを示す。 

 解釈の概要は以下のとおりである。まず、問題の空間論は、私たちが日常的な行為を遂

行する際に達成していなければならない空間把握を取り扱っている。そこで、ハンマーの

例で有名になったような、具体的な行為が関わりをもつ存在者（＝手許のもの）の「場所」

を理解するという働きが、空間論の主題となる。ハイデガーはその働きを「距離をなくす



こと［Ent-fernung］」という術語によって表現する。この術語によって説明されているの

は、多くの解釈者たちが考えたように、私たちが行為のさなかに「対象との適切な距離が

とれていること」ではない。ハイデガーがそれを「準備を整えられ、手の届くところにあ

るものとして［手許のものを］近さへともたらすことである」と説いているように、これ

は、行為を実際に遂行するよりも前に、どのようにすればその対象との適切な距離関係に

入ることができるのかを見積もる働きである。つまり、手を伸ばせばハンマーに手が届く

とか（ハンマーを振る場合）、どれくらい歩けば商店街につく（商店で買い物をする場合）

といった、「距離を見積もる」働きなのである。これには当然、「私」の視点と、「私」

から見て対象がどちらかにあるのかという「方向［Richtung］」の理解、そしてどのよう

にすれば対象にアクセスできるのかという具体的な振る舞いの想定が必要となる。これら

はいずれも、ドレイファスの批判を整理した際の「主観的な空間」に関わる。 

 他方でハイデガーは、そうした「距離をなくすこと」によって距離を見積もられた対象

は「方域［Gegend］」に属し、私たちの空間の理解は「方域」を視野に収めていなければ

ならない、とする。「方域」というこの術語の理解のために、本発表はハイデガーが空間

論中で展開したカントの「方位論文」批判を参照する。ハイデガーの積極的な結論だけを

ここで述べておけば、私たちが対象の「場所」を理解するためには、見たり触ったりする

ことによってその対象の場所についての情報を得るのみならず、そうした情報を「自分が

よく知っている」世界についての既知の情報と総合しなければならない。右手が何か硬い

ものに触れたとしても、それが自分の知っている書斎のテーブルの角であるということが

分からなければ、私たちは真っ暗な部屋の中で自分の位置を理解し、テーブルと特定の位

置関係に立っているはずの電灯のスイッチに向けて手を伸ばすことはできない。知覚によ

って得られた情報を、自分が既に知っている、諸対象が織り成す空間的な配置についての

知識と結び付けなければならないのである。 

 ここで参照されている知識は、「私」を中心として広がる「主観的な空間」とは異なる、

いわば「客観的な空間（配置）」についての知識に他ならない。そしてハイデガーが「方域」

概念によって語ろうとしたのは、まぎれもなくこの「（諸対象間の）客観的な空間的配置」

である。 

 以上が、本発表の概要である。ハイデガーの空間論は、ドレイファスが誤って批判した

のとは異なり、「個人的な人間に中心化された空間」と「公共的な空間」とを区別し、その

両者にまたがる私たちの空間把握の諸相を丁寧に描き出したものなのである。 
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人間科学と現象学 

竹中正太郎 

・ 問 

 本論は、人間科学と現象学との関係を、E.フッサール『イデーン２』における「人格」

論を手掛かりに読み解こうとするものである。以下、簡単にその要旨を示したい。 

 S.シュトラッサー『人間科学の理念』によれば、「人間科学」というこの言葉は、19 世

紀初頭にその起源をもち、当初、「自然の学」に対する「人間の学」というほどの意味で、

人文学と区別されずに使われていた。それが、20世紀の新しい経験と、そこで獲得された

方法に基づいて、「人間」を解明する「人間科学」として改めて登場してくる。この流れを

背景として、今日、「現象学的人間学」「現象学的精神病理学」等々という言葉が用いられ

るようになった。しかし、こうした言い回しは妥当なものなのか、この言い回しの根拠は

何か。現象学的哲学は、経験的人間科学とどのような関係にあるのか。  

・ 人間科学の課題 

 現代の人間科学において、支配的な傾向の一つに、行動科学に代表される「客観主義的

科学主義」がある。ここでは「人間」は、物として、客体として、あるいは科学的装置と

いうフィルターを通して捉えられる限りの存在に矮小化される。客観主義的傾向のうちで

は、特定の科学的、経験概念に基づき、「人格としての人間」は科学の外に追放されてしま

う。人間科学の課題は、客観主義に陥ることなしに、学的な客観的認識に到達し、さらに

人格そのものを捉えることとなる。この問題に対応する手段として、現象学が要請される。

なぜならば、客観性を主観性の志向作用の相関者として捉えることこそ、現象学の基本的

態度だからである。しかし、現象学は「人間とは何か」という問題を十全な仕方で捉える

ことができるのか。 

・ 脱人間学主義から現象学へ 

 フッサール自身は、『論理学研究』第 1巻の心理学主義批判に際して、人間学主義は、「種

的相対主義」であるとして、論理法則を「（人間的）悟性のなんらかの〈根源的形式〉ない

しは〈機能様式〉、〈類的理性〉としての〈意識一般〉、人間の〈心理物理的構造〉、生得的

素質として事実的な思惟や一切の経験に先立つ〈知性そのもの〉などへ還元しようとする」

学説を批判した。この課題の克服に際して、フッサールは、論理の客観主義に進むのでは

なく、そのイデア的性格を確保すべく、「人間」主観性とは別の主観性の原理の発見を課題

とした。この試みが、『イデーン１』における超越論的現象学に結実する。『イデーン１』

のフッサールによれば、自然事物であれ、人間であれ、自然的認識の権利源泉はこの超越
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論的主観性の領野に属している。一切の事実的認識は、本質的に把握可能な意味を担って

おり、またこの本質的意味は、事実認識に依存することなく観取することができる（III, 18）。

では「人間の本質」をフッサールはどのように捉えたのか。 

・ 「人格」論 

 『イデーン２』第３編において、精神科学が扱う自然的対象としての「人格」の内実が

問われている。ここで登場する「習性の自我」は、諸作用の沈殿としての習性をもつ人格

的自我である（IV,111ff. 310）。この「人格」は他の世界内的事物と同様、還元の対象とな

ってその存在の根拠が問われるべき自然物であって、構成の中心として機能する内容空虚

な純粋自我と区別される。対して人格的自我は、「私はできる」という、キネステーゼ的意

識において、精神と身体がもつ能動性と受動性の統一として描き出される具体的個別性を

担っている。この具体性は、一方で、習性に基づく「環境世界」であり、他方で、「動機づ

け連関」の中で構成される人格の「態度・立場」である。人格は、先行する地平に制約さ

れ、動機づけられつつも、新たに自らを動機づけ、態度をとる決断の主体として描き出さ

れる（IV,329）。このような人間理解は確かに、客観主義的理解と異なって、人格のなんた

るかを捉えているように思われる。しかしこの把握は十分なものなのか。あるいは事実か

ら自由なものであるのか。（以下、人格論を基礎とした『デカルト的省察』のモナド論、『危

機』における哲学者の位置づけを問い、超越論的主観性と事実との関係を考察し、現象学

する主観性は事実から自由でない旨を論じる予定。） 

・ 現象学と人間科学の協働 

 もし、現象学の本質認識が独我論的（マッハ的光景）主観性への還元により一切の自然

認識の意味や権利源泉を自足できるものならば、現象学にとって、経験的な人間科学は必

要ではないだろう。しかし、フッサールの知覚場面の分析を振り返ってみるならば、対象

構成の本質分析が遂行される際には、常に内世界的な経験が分析の手引きとして用いられ

ているのがわかる。したがって、経験的な人間科学は現象学に対して、人間理解を深める

ための手引きを提供することができる（例えば、ブランケンブルクの分裂病論が純粋自我

と人格の間の弁証法的関係を真に理解させる）。現象学は、経験科学の諸成果に対して、そ

の素朴に遂行された方法論や成果に批判的な吟味を加えるだろう。しかし、それは人間の

理解の進展のために必要なものである。したがって、両者は相補的な協働関係を担ってい

ると考えるべきである。これはメルロ＝ポンティの『シーニュ』での記述「精神や人間は

決して存在しているわけではなく、それは、身体が動作になり、言語が作品になり、共存

が真理になる運動の中で透けて見えてくるものなのです」（p.305）と響き合っている。 



現象学者の /への抵抗について  

中山純一  

 周知のように、W.ブランケンブルクは『自明性の喪失』において、破瓜型の統合失調

症を生きるアンネ・ラウと、エポケーを端緒として還元を遂行しつつ生きる現象学者の経

験の類似性と差異について指摘した。彼の研究の関心はあくまで精神病理学に向いており、

患者アンネ・ラウの病態理解に資する限りで、E.フッサール、M.ハイデガーE.フィンクら

の現象学的思惟が活用されている。とはいえ、同書における彼の以下の指摘は、現象学研

究者にとっても示唆に富むものである。それは、統合失調症の固有な経験のあり方を現象

学的に解釈するためには、現象学者がエポケーの道程においていかなる抵抗を経験するの

かを具体的に描き出すことが重要であるというものである。こうしたブランケンブルクの

指摘を受けて本発表では、現象学者の様々な（無自覚的な）抵抗について、そして彼がこ

うむる様々な抵抗について、関連する精神分析の知見を活用しつつ、具体的に明らかにし

てみたい。  

まずは現象学者の様々な（無自覚的な）抵抗について。現象学の事象分析において「還

元」は、その端緒において突破口となる決定的な方法であったと同時に、事象の変転に伴

って絶えず繰り返し行使せねばならないものでもある。繰り返し行われた現象学の自己批

判的分析においては、現象学者が持つ素朴性を絶えず克服する試みとして、フッサールは

還元を繰り返し行っている。こうした現象学者の持つ素朴性を E.フィンクは「超越論的素

朴性」と名づけたが、両者によって現象学者は、還元によって絶えず自己から身を引き離

しつつも一つの生として同一性を保持する、そうした方法を生きる超越論的なものとして

あらためて現象学の分析主題となった。  

現象学者がこうむる様々な抵抗については、フッサールにおける「無意識」概念の射程

を見極めることで明らかにしたい。意識における対象の与えられ方の如何にを基本的な分

析場面に設定するフッサール現象学において、「無意識」はいわば現象学の外部性を指示す

る事象であるとも言える。このような「無意識」を、フッサールはいかにして分析にかけ

ることができたのだろうか。  

1920 年代以降に豊かに展開される発生的現象学の立場においては、意識の生動性を段階

的に解除する仕方で「無意識」が取り出されている（『受動的綜合の分析』）。S.フロイトの

言う「無意識」にも、抑圧の働きを通じて意識から排除されていく力動的な構造が確認さ

れる。ここでのフッサールの「無意識」は、L.ニも指摘するように、むしろ「原意識」に

近く、想起や予期を可能にする原現在として構造化されている。  



また 1930 年代のフッサールの「無意識」の分析は、意識を舞台とした志向性の分析に

とどまらない、いわば限界現象としての「無意識」が扱われている。フッサールは意識生

の限界問題として「誕生」と「死」という生世界の出来事を提示する（Hua.XLII Nr.1）。

とりわけ限界問題として際立つのが「夢を見ない眠り」である。フッサールはこうした眠

りを「無意識」として分析する。とはいえここでフッサールはさらなる還元を行使し、こ

うした「無意識」を能動性の領域から沈殿した無意識的な内容として、志向的に分析して

いく。つまりここで言われる「無意識」は、「非主題的な意識」に等しい。  

ここで、フロイトの精神分析の技法に範をとろうと思う。フッサールにおいて抵抗は限

界現象として経験され、彼はそれらを繰り返し還元に付すことで現象化させ、現象学の主

題として分析にかけてきた。いわば、現象学には扱えない事象そのものに突き当たること

で、現象学者は繰り返し還元を行使し、現象学で分析可能な仕方へと転換させてきたとも

言える。とはいえこのように現象化された事象はもはや変形をこうむった事象でもある。

フロイトの臨床経験における転移‐逆転移こそまさしくこうした抵抗の経験であり、彼も

フッサールと同じく、絶えずそれを解釈可能性へと導いてきた。  

両者に共通する傾向、つまり抵抗の経験に遭遇することで、それを融和し、理解可能で

解釈可能な仕方へと転換させるという傾向は、はたして現象学と精神分析にとって有意義

な態度と言えるのだろうか。現象学はここで外部性に触れる経験をしているのであり、外

部性に開かれ狂気に触れる E.レヴィナスの主体性概念をみやりつつ、現象学者の「語り」

の問題として彫琢していくべきではないだろうか。そのさいには、こうした抵抗の経験そ

のものについての「語り」も当然のことながら参考になるだろうと思われる。抵抗の経験

の「語り」を通じて、外部性の「語り」は展開（不）可能か。本発表では最終的にこの問

題に答えを与えようと試みたい。  
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ハイデガーにおける語りと言明 

西村知紘 

 

本発表はマルティン・ハイデガーにおける語り(Rede)と言明(Aussage)について考察する

ことで、現象学的言明の可能性について明らかにすることを目的としている。周知のとお

り、『存在と時間』におけるハイデガーの言語論は音声として発言された言葉に現存在の解

釈や解釈の基礎をなす語りが先立ち、語りから言葉が生まれてくるという立場をとってい

る。従って言明すなわちロゴス・アポファンティコスや「アポファンシス的《として》(das 

apophantische Als)」は、「解釈学的《として》(das hermeneutische Als)」の派生的な様態

であり、根源的な解釈を変質させたものとして特徴づけられている。一方で、ハイデガー

は『存在と時間』の序論第 7 節で、方法としての現象学について、この言葉を構成してい

る「現象」と「ロゴス」の概念を説明しているが、そこで述べられているロゴスもまた、

アポファンシスとして規定されている。つまりさしあたりたいていは自らを示さないもの

である存在者の存在を「見させる(sehen lassen)」機能を持つのがアポファンシスとしての

ロゴスである。したがってハイデガーの現象学にとって言明は重要な位置を占めているこ

とになる。同じ「言明＝アポファンシス」に対するハイデガーのこの二つの態度をどのよ

うにとらえるべきであろうか。言明一般が根源的な解釈を眼前的な規定へと変容させる性

格を持っているのだとすれば、現象学の言明もまたそれが語り出されるやいなや、根源的

な現象を歪めてしまうのではないかという疑問が生ずることとなる。本来的実存である先

駆的覚悟性において、現存在は沈黙のうちで存在すると述べられていることからも、発話

される言明が消極的な意味で使われているかのように見える。しかしそれでも存在論は現

象学という方法によってなされるべきであるのだとすれば、現象学はその対象についてど

のように語るのであろうか。ハイデガーの哲学における言明とその基礎にある語りの構造

を検討することで、この問いに答えていきたい。 

本発表は『存在と時間』に主眼を置きつつも、それ以前の講義録を参照しながら議論を

進めていく。第一の考察として、『存在と時間』における語りと言明の分析がいかなる経緯

を経て成立したのかを確認することで、両者の関係性と『存在と時間』全体における位置

づけを明らかにする。解釈の派生態としての言明やそれを基礎づける語りという考え方は、

ハイデガーが古代ギリシア、特にアリストテレスのロゴス概念を読み解く中で練り上げら

れたものである。『存在と時間』以前の講義録におけるハイデガーのロゴス解釈で注目した



いのは以下の二点である。第一に古代ギリシアの人びとは、語ることのうちに人間の世界

との関係性を見てとっていたということ、第二にアリストテレスに見られる命題に定位し

た真理論を批判しつつ、命題の真理と虚偽を可能にするより根源的な領域として開示性や

被発見性を指摘しているということである。このことから語りの位置づけについて以下の

ように考えることができる。人間が世界の内に存在するのは語ることによってであり、ま

た、開示性が言明＝ロゴス・アポファンシスを可能にする条件として捉えられている限り

において、開示性の全体が言語的な性格を持っている。本発表では講義録と比較しつつ、『存

在と時間』の記述を検討することでこうした語りに関する主張が『存在と時間』の中でも

可能であることを示したい。この可能性が示されることによって『存在と時間』全体の見

通しも良くなると思われる。つまり以上のことから『存在と時間』第一篇第五章 A で扱わ

れる情態性と了解と語りは互いに等根源的ではありながら、並列的関係ではなく、現存在

の存在である気遣い(Sorge)は情態性と了解と頽落によって構成されているのであって、語

りはその全体にかかわるものであると考えられる。 

第二の課題として、『存在と時間』における言明の構造について考察することで、現象学

的言明がどのようなものであるかを明らかにする。ハイデガーによると、言明は挙示、述

定、伝達という三つの性格を持っている。このうち根源的な解釈を変質させる原因として

考えられるのは述定と伝達である。述定は手もと的存在者を主語‐述語の眼前的な関係性

へと変え、伝達は他者との共存在のなかで言われたことが言い伝えられていくにつれて、

もともと挙示されていたものを隠蔽していく。現象学的言明とは言明の三つの性格のうち

とりわけ挙示の機能を発揮させる言明であるというのが本発表の主張である。根源的に挙

示された現象が、いかにして述定と伝達によって変容させられるかを見ることで、逆にそ

れを防ぐ方法としての挙示の仕方を現象学的言明として特徴づけたい。ただし言明はこの

三つの性格の統一であるので、述定や伝達を完全に排除して、純粋に挙示だけをする言明

はあり得ないことになる。現象学的言明もまた言明である限りは、事象の隠蔽の可能性を

免れることはできない。したがって現象学的言明は常に更新が必要になることが明らかに

なる。 



 

 

 

引き裂かれた現在――レヴィナスのフッサール『内的時間意識』の解釈をめぐって―― 

平岡 紘 

 

 よく知られているように、多くのフランスの現象学者たちは、フッサール現象学の理論

的基盤を内的時間意識をめぐるその諸分析（以下『講義』と呼ぶ）に見出している。本発

表が考察の対象とするレヴィナスもまたその一人である。レヴィナスにとって、フッサー

ルの内的時間意識の分析は、あらゆる存在の原領域である意識それ自体の起源を解明する

ものであり、より精確に言えば、意識の根源的な自己関係である自己現前の記述であると

同時に意識と世界の根源的な関係である感性の記述である。フッサールの『講義』が主題

化されるのは『全体性と無限』以降のテクストで顕著であるが、実は、1940 年発表の論文

「エトムント・フッサールの業績」において(1)、レヴィナスは『講義』を読解し、意識の

自己現前に関して、自身のフッサール時間論解釈のライトモチーフとなるものをすでに掴

みだしている。そこで本発表では、このライトモチーフを浮き彫りにし、これを感性の記

述という論点に接続することで、レヴィナスにとっての現象学的記述の意義を浮き彫りに

することを目標とする。 

考察の出発点となるのは、フッサールの『講義』の分析において問題となる一論点、す

なわち原印象と把持の関係である。R・ベルネによれば、フッサールは一方では現勢的な

原印象の優位を保証しようとするが、他方では原印象の現在は、事後的に、先行する諸々

の把持的間隙の限界として現在となるために把持を必要とする(2)。この問題に関するレヴ

ィナスの態度を一言で言えば、レヴィナスは第二点についてはフッサールに従うが、第一

点についてはそうではない、と言うことができる。すなわちレヴィナスは、L・テンゲイ

が「識別法 procédé diacritique」と呼ぶ手法を用いて(3)、原印象と把持を現在の中で区別す

るとともに、両者が現在の中に共属していると考えるのである。レヴィナスによれば、意

識の現在が構成されるためには、原印象は過ぎ去らねばならない。この過ぎ去りは原印象

の自分自身に対する隔たり écart、すなわち現勢的な原印象と把持された原印象の隔たりで

ある。把持はしたがってこの隔たりを確認する志向性であるともに、この隔たりそのもの

でもある。その意味で、時間意識は時間の時間化そのものなのである。 

レヴィナスの解釈は、F.-D・セバーが指摘するように、「志向性が原印象を飼いならす」

過程を描いている(4)。アンリならばこの過程に生の自己触発の喪失を見出すであろう。し

かしレヴィナスは、まさにこのように隔たりを回収する仕方で構成される現在、すなわち



 

 

 

引き裂かれた現在 présent écartelé そのものに、自己現前における意識の自己合致を見るの

である。引き裂かれた現在が意味するのは、デリダならそう考えるだろうように意識の自

己現前が非現前を含むということではない。意識は最小の時間的隔たりを自分の内に含む

仕方で自分自身へと関係するのであって、それこそが意識の自己現前であり、自己との合

致なのである。 

以上のようなレヴィナスの『講義』解釈から何が引き出されるであろうか。本発表では、

レヴィナスがフッサール時間論を感性の記述として読解する、『全体性と無限』前後の時期

の諸論考を考慮に入れ、この時間論解釈が、レヴィナスが理解する現象学的記述のポテン

シャルを示すものでもあることを示したい。着目すべきは、記述される把持の志向性が、

時間的な経過を見るものであると同時に時間的な経過そのものであるということである。

このことは、時間の起源を記述することが、時間そのものの成立であることを意味してい

る。『講義』の分析は、時間が引き裂かれた現在として成立する出来事そのものなのである。

レヴィナスの目から見て、フッサールの内的時間意識の分析は、時間にまつわる経験を単

に記述するだけのことではなく、時間の存在論的構造が成立する出来事そのものなのであ

る。レヴィナスはこうして、内的時間意識の分析に、現象学的記述のもつ存在論的射程を

見出す。レヴィナスにとって現象学的記述とは、経験と、その対象が成立する出来事とが

一致する次元に立ち戻ることであり、経験の記述はその対象の成立の出来事そのものなの

である。 

 

(1) E. Levinas, « L’œuvre d’Edmond Husserl », in En découvrant l’existence avec Husserl et 

Heidegger [1949], 2e éd. suivie d’Essais Nouveaux, Paris, Vrin, « Bibliothèque d’histoire de la 

philosophie », 1967. レヴィナスは奇妙なことに、フッサールの名を「Edmond」と記してい

る。これは 1940 年発表のオバージョンでも同様である。 

(2) Vgl, R. Bernet, „Einleitung“, in E. Husserl, Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins 

[1928], mit einer Einleitung hrsg. von R. Bernet, Text nach der Edition in Husserliana, Bd. X, 

Hamburg, Felix Meiner, « Philosophische Bibliothek », Bd. 649, 2013, S. LVII. 

(3) L. Tengelyi, L’histoire d’une vie et sa région sauvage, trad. fr. P. Quesne, Grenoble, J. Millon, 

« Krisis », 2005, p. 102. 

(4) F.-D. Sebbah, L’épreuve de la limite : Derrida, Henry, Levinas et la phénoménologie, PUF, 

coll. « Bibliothèque du Collège international de philosophie », 2001, p. 105. 



 

 

発生的現象学における類型と習慣の考察 

増田隼人 

 

現象学の重要な洞察の一つとして、諸経験は孤立したものとしてではなく、現在・過去・

未来の時間性を伴った地平的な理解においてこそ捉えられうるということがある。そのさ

い、時間性を構成する根源的な能作としては過去把持や未来予持をはじめとする内的時間

意識の働きが当然考えられるが、それと同時に、諸経験に地平性が内在している具体的且

つ典型的な例として、類型ないしは習慣という現象が挙げられる。類型と習慣の両者は共

に、先行する経験の集積の結果として形成され、生き生きとした現在における志向的な諸

経験に絶えず影響を与え続けているという点で軌を一とする。本発表においては、フッサ

ールによる類型の概念の位置づけを発生的現象学の視座から検討し、類型や習慣が志向的

諸経験を構成する上でいかなる役割を果たしているかを考察することにある。 

まず、フッサールは類型という概念について『経験と判断』において次のようにその区

別を行っている。 

① 純粋一般性に関わる形相的でイデア―ルな類型。 

② 経験的一般性に関わる類型。 

そしてさらに②は、（a）学問的営為によって形成される本質的類型と、（b）前学問的な、

自然的態度において形成される非本質的類型に区別される(EU, §82,83)。本発表においては、

これら諸類型のカテゴリーの中でも特に非本質的類型の領域を主に取り上げ、知覚や衝動、

身体といった観点から類型についての考察を進めていく。 

類型化(Typisierung)は対象知覚のプロセスにおいて端的に示される。類型の一般性は

様々な程度差をもっており、「人間」や「事物」などの非常に広範な類型もあれば、「機嫌

が悪いときの母親」のようにかなり限定的で特殊な類型もありうる。フッサールは、「発達

した意識の成立以前にすでに、あらゆる諸対象の一定の類型化が予描されている」（EU, 

S.35）と述べ、また別の箇所では、「受容性のあらゆる諸対象はもともと、なんらかの既知

の類型の対象として立ち現れる」（EU, S.240）と論じている。すなわち、我々の認識対象

全般、換言すれば環境世界は、すでに前もって形式化され、類型化された世界として与え

られている。あらゆる諸対象は既知の類型を媒介して現れるのであり、このことは表面的

にはまったく新奇に思える対象であっても例外ではない。フッサールは、「未知性はつねに

同時に既知性の一様相である」(EU, S.34)と言及し、真の意味で絶対的に未知の所与などな



 

 

いと強調している。 

このように対象の把握に先立ってその認識の形を構成する類型の機能は、とりわけ予期

の現象として捉えられる。ある対象に習熟していくことは、過去の経験に帰納的に基づい

てそれを類型的に予期できるようになっていくことを意味する。フッサールは『受動的綜

合の分析』において、「この統覚的な予期の力は、諸般の例の数に応じて――あるいはそれ

と同じことだが、習慣（Gewohnheit）によって増大する」（HuaXI, S.190）と述べている。

すなわち、予期の内容に一定の形式を与える類型に対して、習慣はどのような類型が到来

したヒュレー的対象と合致綜合するか、その傾向を含蓄的に与えるものとされている。こ

のように見ると、類型化の問題は、フッサールにおける習慣論の一側面としても捉えられ、

類型は認識における習慣と相関していると考えられる。 

類型化や習慣の考察においては、客観的対象の構成だけでなく、実践的な関心や行動、

能力との関連性も重要となる。身体運動の最も基本的な能力としてはキネステーゼが挙げ

られるが、キネステーゼもまた、乳幼児期から始まる過去の経験を通して形成されるもの

である。1930年代の草稿において、フッサールは、単なる本能的な動きから、いかにして

意図的な運動が現れてくるかを考察している(vgl. HuaXLII, NR5, §2 & HMVIII, NR71)。

その中でフッサールは、「目的表象(Zielvorstellung)」を持たない根源的本能が母親からの

授乳体験によって方向づけられ、乳児が「飲む」という運動に適合していくことに言及し

ている。このような発達段階は、多くの場合、対象の統覚的な類型化と非常に類似してい

るように思われる。というのも、認識論的な統覚が一般に、類似的対象と繰り返し遭遇す

ることによって調整される一方で、上述のような実践的能力は、行動や練習の繰り返し実

行によって同様に調整されるからである。ここにおいては能力の習得について、主に身体

性の面から考察する。 

このような考察を抜けて最後に主題は、類型や習慣の、自由な活動との関係の考察へと

向かう。習慣という言葉からはルーチンやパターンといった機械的な反復性が連想されが

ちであるが、フッサールにおいて習慣的行為、ひいては受動的な能作とは決してそのよう

なものではない。ここでは、「二次的受動性(sekundäre Passivität)」という志向性概念を

取り上げ、自由な能動性と受動性との間の生き生きとした相互作用を強調する。この考察

を通して、フッサールの志向性概念の豊かな力動性を再確認すると共に、フッサールによ

る類型ないしは習慣の概念の発展的可能性を示したい。 



〈私〉の声と「名の狂気」――ロゴザンスキによる「出エジプト記」第三章の解釈 

本間義啓 

 

 〈私〉と言う声とそれを聞く主体の存立を解釈するものとして、「自分が話すのを聞く」についてのデリダ

の定式がある。それによれば、〈私〉の声を聞きつつ、それを自身の声と思う時、主体は自己性について錯覚

に囚われている…。このような〈私〉の声の聴取を自己経験の試練として解釈する議論は新しいものではなく、

良く知られた古いたテクスト、「出エジプト記」第三章においても見出される。イスラエルの人々の解放を命

じる声の主に対して、名を問うたモーセは次のような声は聞いた。「私は私であるであろう者だ（エヘイェ・

アシェル・エヘイエ）」（一四節）、「イスラエルの人々にこう言うがよい。あなた達の先祖の神、アブラハムの

神、イサクの神、ヤコブの神である主（YHVH）が私をあなた達のもとに遣わされたのだと」（一五節）。現代

思想はこのテクストに様々な解釈を与えているが（アルチュセール、バリバール、ラカン等）、とりわけロゴ

ザンスキの解釈が価値を持つのは、それが、〈私〉の聴声を錯覚に還元することだけを旨とするデリダの定式

を超えて、〈私〉の声の聴取を試練として生きるエゴの在り方についての解釈を掘り下げることを可能にする

からだ。神の名についてのロゴザンスキの解釈を考察し、〈私〉の自己表明の在り方を考察すること、これが

本発表の目的である。手順としては、１）ロゴザンスキやラカン等が行った解釈をもとに、神名についての宗

教的議論の要点を絞り、〈私〉と言う他者を哲学的に論及する手がかりを探る。２）次に『自我と肉』におい

て神名が言及される箇所を考察し、ロゴザンスキが、いかにして〈私〉と言う声の問題を自らの哲学において

捉え直したのかを考察する。３）『生を癒す』における「名の狂気」についての考察を起点にして、発話・聴

声主体における固有名の機能についての議論を考察する。以下、概略を記す。 

 

１）「出エジプト記」第三章の解釈 

 シュラキは、一四節で示された「エヘイェ・アシェル・エヘイエ」と、オリジナルの発音が失われた神の名

「YHVH」との関連を指摘し、さらに、この三人称の神の名が、発話主体の一人称主語代名詞と重なることを

強調する。神の名において語ること、それは一人称で自ら語ることと同じであり、あるいは、一人称の発話は

三人称の神の名の謎へと送付される（A. Churaqui, Moïse, Flammarion, 1997, pp.150-153）。一人称と三人称の結

びつきが顕著に示されているのが、モーセがヘブライ人の解放をファラオに求める場面である。モーセは〈私〉

と言う他者の命を受け、その名において語ることによって、暴君に対して自由と解放を一人称で語るのだ。神

の名は自由の約束を担う〈私〉の声ということになる。しかし、この神の自己表明は同時にその隠匿でもあり

うる。というのも「エヘイェ・アシェル・エヘイエ」とは「私は私なんだ」という、名を明かすことの拒絶と

いう意味もあるからだ（ラカンも採用した解釈）。かくして一人称で解放を肯定する〈私〉の到来の約束を担
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う他者の発話には「穴」があることになる。 

 

２）『自我と肉』における神の名の問題 

 『自我と肉』において神名が言及されるのは、デカルトの〈欺瞞者〉を解釈するテクストにおいてである（J. 

Rogozinski, Le Moi et la chair, Cerf, 2006, p.132-138, etc.）。そこでロゴザンスキは、エゴの真理を脅かす「欺く神」

という他者を「私が私自身の内に担う他性」との関連で理解することを提案している。エゴとエゴを迫害する

他者との関係は、エゴとエゴ自身の内にある「内的他性」との関係であり、それは「私と私自身との隔たりと

して開示される」と言うのだ。この「〈私〉と他者との秘密の同一性」が問題になるテクストとして論及され

るのが、出エジプト記第三章なのである。「私の隠された名（…）とは〈他者〉の名なのである」とロゴザン

スキは言い、神の名と一人称主語という「両者に共通の言表形式に基づく」同一性を「不安をかきたてる」と

形容する。他者の名とエゴの同一性についてのロゴザンスキの態度は曖昧である。一方で、この同一性は他者

の支配的形象（「父」、「師」、「政治的主権者」）の支配から身を引き剥がし、「私固有の私自身を名乗る能力を

私に回復すること」を約束すると解釈する。しかし他方で、それは「〈私〉の脱固有化」であると指摘するの

だ。もし、エゴが自らを指し示す名が他者の名であり、エゴの発話が他者の名において発せられるのなら、こ

の他者は「私と言う力、私の場で私の名で語る力を常に詐称してきた〈他者〉の支配的形象」でもありうる。

こうして〈私〉を剥奪しながら、私を私であると思い込ませる〈欺瞞者〉の姿が浮かび上がるのだ。 

 

３ 「名の狂気」 

 『デリダのクリプト』において、神の名とエゴの〈私〉の共属性は狂気の問題として言及される（Crypte de 

Derrida, Ligne, 2014, p. 182）。顕示された神は一個の名であるが、その名は様々な名に分割されながらも、あら

ゆる者に妥当し「自らを名乗ることを可能にする」名である。「無数の名の中へと散逸することにより、発音

不可能な〈名〉はより確実に自らを隠匿する」とロゴザンスキは言う。神の名において語ること、それは無数

の名へと散逸するエゴの発話となりうる（狂気の底に沈みゆくニーチェの言葉、「歴史上のすべての名は私だ」

が示すように）。こうしてロゴザンスキは、自らの発話において神との同一性を見出すことを、自己性が散逸

し、固有名を失う狂気として解釈するのである。「〈無名〉の深淵」としての狂気、これこそ、『生を癒す』に

おける固有名の議論においてロゴザンスキが取り組む問題である。 



『存在と時間』における現存在の自由について                

丸山文隆 

 本発表の目的は、マルティン・ハイデッガーが 1927年に公刊した『存在と時間』の全体

を、特にイマヌエル・カントの『純粋理性批判』との関係において、自由の教説として理解

することにある。 

 この観点において、『存在と時間』第一部第一篇「現存在の予備的基礎分析」の全体は、

『純粋理性批判』における超越論的観念論を、自由な現存在の自由な行為を中心としたもの

として捉え直したものであると解釈される。また、同第一部第二篇「現存在と時間性」の全

体は、現存在が自身を自由な存在者であるとはっきり洞察するための方法を示すことによ

り、第一篇の正当化の役割を果たすことになる。 

 第一篇において重要なのは「世界内存在 In-der-Welt-sein」の概念であるが、この概念は

既に或る種の超越論的観念論を示している。カントの超越論的観念論の一つの表現として、

「経験一般の可能性の諸条件は、同時に経験の諸対象の可能性の条件である」（KrV, 

A158/B197）という文があるように思われる。この文をハイデッガー的に言い換えるならば、

「われわれがそれであるところの存在者」の存在機構のうちに、存在者が一般に現象するこ

との可能性の条件が存しており、この条件のうちにこれら存在者の可能性の条件、すなわち

存在を求めなければならない、という主張となる。そして、これは「世界内存在」という概

念が意味するところに他ならない。 

 さらにわれわれの観点において、第一篇の「事情全体性 Bewandtnisganzheit」について

の教説が意味するところは、『純粋理性批判』における「超越論的親和性」の概念を、現存

在の自由な行為を中心にして読み替えたものである。すなわち、『純粋理性批判』が主張す

るのは、経験の諸対象が合法則的な調和的全体を成しているということはわれわれの経験

によってはじめて知られることではなく、むしろわれわれは、諸対象を経験することができ

るために、そうした調和的全体をアプリオリに認識しているのでなければならない、という

ことである。「（…）すべての現象は、必然的な諸法則にしたがってあまねく連結されており、

したがって超越論的親和性をもっているのであって、経験的親和性はこの超越論的親和性

からの単なる帰結にほかならない。」（KrV, A113f.）この超越論的親和性は、「自然の原因性」

の連結の全体に他ならず、すべての存在者は、それがわれわれの認識に与えられる限り、必

然的にこの連結全体の内部において見出されるのである。 

 この教説の全体を、「自然の原因性」（作用因）の連結全体としてではなく、「自由の原因

性」（目的因）の連結全体として展開しなおしたものが、『存在と時間』における「事情全体



性」なのである。ハイデッガーによってこのように読み替えられた「超越論的親和性」が主

張するのは、目的自体として存在する現存在が、自己の存在「のために」存在しており、現

存在以外のすべての存在者はこの目的に対する手段の連鎖の全体の一部分としてはじめて

出会われることができる、ということである。ここにおいて、手段の連鎖の全体すなわち「事

情全体性」は、個々の存在者の経験に先立ってすでに「アプリオリ的完了」として成立して

おり、個々の非現存在的存在者が常にこの全体性の内部においてのみ出会われるというこ

とは、超越論的な必然性をもったものとして主張されている。 

 自然の原因性の連鎖の全体としての「超越論的親和性」が、自由の原因性の連鎖の全体と

しての「事情全体性」へと読み替えられる際に、極めて重要な役割を果たしているのは、わ

れわれの了解において現存在と非現存在的存在者との区別が――伝統的な存在論が考えて

いたよりもはるかに――決定的である、という主張である。しかし、この主張は『存在と時

間』第一部第一篇において前提されてはいても、十分に正当化されてはいないように思われ

る。われわれの観点において、この主張の正当化は、第一部第二篇全体の最重要課題の一つ

である。 

 第二篇の最重要概念は「先駆的決意性 die vorlaufende Entschlossenheit」であるが、わ

れわれの観点においてこの概念は、現存在が自己を最大限に自由なものとして了解する仕

方を名指すものであると解釈される。第一に、「死への先駆」は最大の可能性からの自己了

解として解釈される。日常において現存在は自己の存在可能性を、道具の可能性と同様に、

現実化を考慮することにおいて明らかにし、こうした可能性へとみずからの存在を企投し

ている。これに対し、死という「もっとも外側の」、現実化しえない可能性からしてみずか

らの存在を了解することにより、普段考慮されないあらゆる可能性が自己に示されること

になる。 

 そして第二に、「良心」の現象は、自己をまさに複数の選択肢のまえで決断しうるものと

してはっきり経験することを可能にするものである。われわれは何らかの可能性が存立し

ていて、それゆえ
．．．．

はじめて
．．．．

「いまわたしはこれを目指しているが、あれを目指すこともでき

る」と感じるのではなく、むしろ「いまわたしが目指しているものとは異なったものを目指

した方がいいかもしれない」という現象としての「良心」が経験されているがゆえにはじめ
．．．．．．．

て
．
、われわれは総じて複数の可能性というものを了解しうるのである。 

 この両者の現象により、複数の可能性を視野に入れつつ何らかの可能性を表立って目指

すものとして、すなわち自由なものとして、現存在は自己の存在を了解することができるの

である。 



西田幾多郎によるフッサール批判―『一般者の自覚的体系』期を中心に 

満原健 

 

西田幾多郎は、論文「場所」（1926年）でいわゆる場所の思想を確立した。そしてこの思

想に基づいて書かれた論文「叡智的世界」（1928年）では場所を一般者と言い換え、判断的

一般者、自覚的一般者、叡智的一般者、絶対無の一般者の四つが区別され、判断によって知

る、意識によって知る、知的直観によって知る、宗教的な知という四つの知のあり方を論じ

ている。 

西田はこの時期にフッサールにたびたび言及しており、たとえば「カント哲学に於ては判

断的一般者の超越的主観として、叡智的自己の構成的立場が主となり、自覚的一般者の超越

的主観としての所与的立場が深く考えられて居ない。之に反し、現象学では所与の立場、即

ち直観的立場のみが考えられ、叡智的自己が超越的ノエシスとして、意識的自己に対し、認

識対象を構成する構成的意義を有することが忘れられて居る」（4-120）iと述べている。西田

の考えに従えば、カントの意識一般もフッサールの純粋自我も叡智的自己と言える。叡智的

自己は叡智的一般者に於いてあるものとして、判断的一般者に於いてある判断的自己も、自

覚的一般者に於いてある意識的自己も超越した主観である。だが、西田の理解に従うなら、

カントの意識一般は判断的一般者を超越する主観であることは考慮されており、そのため

対象を構成するという叡智的自己の機能は的確に捉えられているものの、自覚的一般者を

超越した主観であるという側面が考慮されておらず、そのため直観するという叡智的自己

の機能が無視されてしまっている。それに対してフッサールの純粋自我は、直観するという

叡智的自己の機能については注意が払われているものの、意識的自己とは異なって叡智的

自己は対象を構成するものであるという点が忘却されていると言う。西田は、カントは構成

のみに言及しており、フッサールは直観のみを論じていると理解した上で、構成と直観が叡

智的自己の二つの機能であるという立場から、「カントの意識一般の立場と今日の現象学の

立場とを自己自身を見る叡智的自己の両面」（4-121）と考えたのである。 

また 1929年の講演録である「私の判断的一般者というもの」では、「現象学の考え方に不

満なのは、意識の根本的性質を Intentionalität に置くことである。私は意識は自覚を根本的

形式にしなくてはならぬと思う」（13-114）と、意識の根本性質は志向性ではなく自覚にあ

るという考えから、フッサールらが志向性を意識の根本性質とすることを批判している。 



本発表では、西田によるこれらのフッサール評価を検討し、そのことによって西田がフッ

サール哲学をどのように乗り越えようとしたのかという点を明らかにする。 

i 西田幾多郎の文章の引用は『西田幾多郎全集』（岩波書店、2002-2009年）より行い、（巻

号-ページ数）の形で略記する。 

                                         



効果・価値・意義 

峯尾 幸之介 

  

 感情をもつことそれ自体には、固有の快楽がある。嬉しくも、悲しくもない――そんな無

気分のなかで途方に暮れるよりは、いっそ過去の悲しみを反芻して、なんとか生の感覚を取

り返そうとする。なにを悲しむのであれ、悲しむべきものがあること、悲しみの感情が沸き

起こりうるということには、――不思議なことに、それがポジティブな感情ではないとして

も――独特の快楽がある（とはいえ、悲しみのような感情が快楽たりうるには、「静観」の

ような特殊な態度が求められるだろうが）。ところで美的な経験には、つねになんらかの仕

方で、そのような感情体験がふくまれている。アリストテレスは悲劇の本質を、哀れみと恐

れによるカタルシスのうちに見出しており、カントもまた『判断力批判』のなかで、認識判

断との対比において、趣味判断を、構想力によって対象の表象を主観の快・不快感情に関係

づける判断と規定している。 

しかしながら、上のような性格づけだけに注目するのであれば、アリストテレスもカント

も、美的対象ではなく、美的体験を主題化しているにすぎない。従来の美学をこのように批

判しているのが、現象学的美学者モーリッツ・ガイガー（Moritz Geiger, 1880-1937）であ

る。ガイガーがその批判の矛先を向けているのは、主に 19～20世紀転換期における心理学

的美学であるが、かれの批判の射程範囲はまさに冒頭で触れたような、〝感情をもつことそ

れ自体〟のために美的対象を求める態度全般におよんでいる。だから Th・リップスのよう

に、美を「美の感情」に還元する心理学的美学ばかりでなく、「内方集中」によってみずか

らの感情のうちで我を失うところのディレッタンティズムと呼ばれる態度もまた、不当な

美的体験とされる。というよりはむしろ、そのようなディレッタンティズムを背景として有

していたからこそ、心理学的美学が台頭したのだ、とガイガーはそれらの連関を指摘してい

るのである。それゆえガイガーは、学問的形態としての心理学的美学と通俗的形態としての

ディレッタンティズムの両者に通底する「感情への転回」そのものを批判したのである。 

ガイガーはこの「感情への転回」に、「客観への転回」を対置する。この「客観への転回」

とは、美学・芸術学上の客観主義や、フッサールの現象学にほかならない。ガイガーは現象

学を、つぎのように特徴づけている。すなわち、「所与性を、その存在の全き充実において、

世界のあらゆる領域への広がりにおいて、そのものとして発言させること」（Geiger 1933, 

S. 4）である、と。ガイガーのいう「客観」や「所与性」とはここで、自然主義的に理解さ

れたもの（たとえば「実在」や「感覚」）ではなく、それよりも拡張されたものを意味して



いる。美的なものは「仮象」と理解されがちであるが、ガイガーによると、そのような理解

は、「仮象‐実在」という対立を前提としている。ところが美的体験において、たとえばあ

る風景画の体験において、描かれた風景はあくまで「描かれたもの」として体験されるので

あって、そのとき「実在」はそもそも問題とされないのである。そのような自然科学的には

〝とらえがたいもの〟をとらえるのが、ガイガーの現象学であり、かれがそれを美学に応用

したのは、「現象的所与」としての美的価値を偏見なしに分析するためであった。 

それゆえガイガーの現象学的美学の中心的課題は、美的価値論になるはずであったが、そ

の早すぎる死ゆえに、美的価値論が十分に展開されることはなかった。かれの著作のなかで

とりわけ目を引くのは、美的価値論よりもむしろ、美的なものの「意義」の研究である。言

い換えれば、美的なものは〝われわれにとっていかなる重要性をもつか〟ということが問

題とされているのである。しかしながらこの意義の問題において、ガイガーの現象学的美学

と、かれが批判する心理学的な「効果美学」との境界が曖昧になる。たとえば論文「芸術の

表層効果と深層効果」において、その表題が暗示しているように、芸術的体験の特殊性を、

依然として深層的な「効果」のうちに見出しているからである。われわれはこのような矛盾

を、いかにして理解すればよいのだろうか。 

重要となるのは、つぎのような発言である。すなわち、「われわれは快楽のうち
．．

で、無媒

介にこの実在的意義を体験する
．．．．

」（Geiger 1976, S. 507）。つまり美的価値は自我によって

「体験」されるものではあるが、その体験に還元されることなく、自我の「実在」とかかわ

りをもつ。本発表においては、美的なものの「効果」、「価値」、「意義」という契機をガイガ

ー美学の根本主題として位置づけたうえで、かれの自我論などを参照しつつ、結局のところ

いかにして、かれがそれらの契機を区別しているのか、ということを解明する。 
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1923/24年講演における「アレーテウエイン」概念──初期ハイデガーの真理論研究── 

森永 駿 

 

 本発表は、初期ハイデガーの真理論研究の一環として、1923/24年の講演「真であること

と現存在（アリストテレス『ニコマコス倫理学』第 6巻）」（Wahrsein und Dasein (Aristoteles  

Ethica Nicomachea Z)）iにおける「アレーテウエイン」概念を取り上げたものである。 

 通常の真理観では、古代ギリシアの「アレーテイア」は、「知性とモノの一致（adaequatio 

intellectus et rei）」という認識論的なものとして捉えられている。それに対しハイデガーは、

上記のギリシアの概念を、「隠れなさ（Unverborgenheit）」と解釈し、これを存在論の中に位

置づけ、扱っている。アレーテイアを「隠れなさ」と解釈するこの真理論は、これまでのハ

イデガー研究でも度々取り上げられ、トゥーゲントハットiiのような古典的な研究も存在す

る。 

 晩年のハイデガーの回想によると、この真理論は、主著『存在と時間』（Sein und Zeit, 1927

年）が誕生する以前に取り組んでいた、アリストテレス解釈から生まれたものであるとい

う。1962年に書かれたリチャードソン宛の手紙の中では「アリストテレスの論文（特に『形

而上学』第 9 巻と『ニコマコス倫理学』第 6 巻）の新たな研究によって、隠れを取り去る

（entbergen）こととしてのアレーテウエインへの洞察と、隠れなさとしての真理の特徴づけ

が生まれました」iiiと述べられている。 

 これまでのハイデガー真理論の研究では、『存在と時間』や 1930年の講演「真理の本質に

ついて」（Vom Wesen der Wahrheit）などが扱われてきた。確かにこれらの作品では、真理が

表立って論じられており、ハイデガーの真理論を研究する上で欠かすことのできないもの

である。しかし、その一方で、これらの作品の中で扱われている真理概念の起源やその形成

過程については、これまでの真理論研究ではあまり注目されてこなかったのではないか。 

 近年の相次ぐハイデガー全集の刊行によって、現在、盛んに取り上げられているのは初期

ハイデガーの思想である。今回取り上げる 1923/24年の講演も、この時期のものである。こ

の頃のハイデガーの主な関心は、アリストテレス解釈にあった。そのため、1920 年代前半

のハイデガーの講義録等を見てみると、多くがアリストテレスを主題としたものである。先

で引用したハイデガーの回想にあるように、彼の真理論は、この時期のアリストテレス解釈

から生まれている。とりわけ本発表で取り上げる 1923/24年の講演は、まさにハイデガーが

そこから自身の真理論を形成したものとして挙げている『ニコマコス倫理学』が主題となっ



ている。このことからも、彼の真理論とその起源を解釈する上でのこの講演の重要性が読み

取れるだろう。 

 この講演の冒頭では、「真理（Wahrheit）」概念を規定することを目的としている、と宣告

され、「真であること（das Wahrsein）」の意味を問うことから考察が始められる。まず、ア

リストテレスの『弁論術』や『命題論』の解釈から、真であること（アレーテウエイン）が、

認識や判断の内にではなく、人間的現存在の内に存するということが明らかにされる。さら

に、真であること（アレーテウエイン）とは、存在者を「暴露すること（das Aufdecken）」

であり、そして、このアレーテウエインの働きによって「暴露されて在る（Aufgedecktsein）」

というのが、存在者の卓抜な現前性の様態である、と考察される。 

 続いて『ニコマコス倫理学』（第 6巻第 3章 1139 b 15以下）における、魂が真理に到達す

る際の 5つの状態（テクネー、エピステーメー、プロネーシス、ソピアー、ヌース）が、「そ

れに応じて魂が存在者を暴露することができる 5つの様態」ivとして解釈されていく。この

講演のおよそ 1年後に行われた「プラトン『ソピステス』」講義（1924/25年冬学期）では、

『ニコマコス倫理学』の同じ箇所が詳細に解釈されている。それに先だってこの講演では、

上記の 5つの諸概念が、それぞれの暴露する働きに応じて、本来的暴露、非本来的暴露、お

よびこれらの暴露を可能にするもの、と簡潔に整理されている。 

 本発表では、以上のような内容の 1923/24年講演を取り上げ、そこで扱われている『弁論

術』の「ロゴス」概念と、『ニコマコス倫理学』の上記 5つの諸概念を、それぞれの「アレ

ーテウエイン」（暴露すること）の働きに注目しつつ解釈し、初期ハイデガーの真理論を読

み取る。 

  

 

i この講演原稿は、ハイデガー全集第 80.1巻（Martin Heidegger, Vorträge: Teil 1: 1915 bis 1932 

(Martin Heidegger Gesamtausgabe Bd. 80.1), Vittorio Klostermann, 2016）〔以下 GA80.1 と表記〕

に収められている。 
ii Ernst Tugendhat, Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger, Walter de Gruyter, 1967. 
iii W. J. Richardson, Heidegger: Through Phenomenology to Thought (3rd edition), Martinus Nijhoff, 

1974, S. XI. 
iv GA80.1, S. 71. 

                                                        



ハイデガーと存在論的責任 

山下智弘 

 本発表の目的は，ハイデガーの『存在と時間』における本来性についての記述を，規範

に対する現存在の応答の超越論的条件を表すものとして解釈し，その上で，現存在の存在

の意味である時間性の観点からの説明を与えることである。 

現存在が自分の過去，現在および未来の行為を何らかの規範に照らして評価することを，

規範に対する応答と呼ぶことにしよう。この応答を可能にする，いわば超越論的な条件とし

て『存在と時間』における本来性を解釈する論者は少なくない。そうした解釈によれば，同

書における平均的日常性と本来性に対する分析は，単に二つの異なる実存のあり方につい

て述べているだけでない。日常性についての記述が，規範に照らして自己を判定するという

現存在の能力を前提しているのに対して，本来的実存についての記述はそうした規範への

応答の超越論的な条件を表してもいる，というのである（Crowell 2013, 282–285; Wrathall 2015, 

213, note 3）。 

こうした解釈はそれなりに正当ではある。現存在は自分自身のあり方が関心事となる存

在者として形式的に導入されるのであり（Heidegger 2006, 41 sq.），これは現存在の規範に対

する応答能力を含意している。また，本来性についての論述は，現存在の存在の意味を解明

するために不可欠なものである（Heidegger 2006, 232 sqq.）。それゆえ，本来性についての記

述が規範に対する応答の存在論的・超越論的な条件を知るに際して重要な契機を含んでい

るということは確かである。 

とはいえ，本来的実存についての記述は，現存在の特定の実存様態についての記述に過ぎ

ない。たしかに本来性は規範一般の超越論的条件を何らかの仕方で表示するといえるが，そ

れを根拠に規範一般についての主張を引き出すことは強引な論法である（Vgl. Golob 2014, 

228 sq.）。現存在分析論から規範についての超越論的真理を引き出すためには，本来性から

出発する論述は，さらに存在論的論述によって補完されねばならないだろう。 

そして，そのような存在論的論述こそ，現存在の存在の意味とされる時間性についてのハ

イデガーの論述に他ならない。そこで本発表では，本来性によって表示されているとされる

規範性の超越論的条件を，存在論的・時間的に解釈することを目指すことになる。「現存在

が何らかの規範に照らして行為を評価しうるということ一般の可能性は，現存在のどのよ

うな存在構造に基づいており，それは現存在の存在の意味である時間の面からどのように

説明されるのか？」という問いに答えることが，本発表の目的である。 

本発表の見通しを以下に示す。まず，規範性の超越論的条件としての本来性という描像を，



先行研究を参照しながら簡単に提示する。ここではまず，ハイデガーの良心分析と，それに

対応する責任（Schuld）が主題となるだろう。その際，自らの行為等に関わる存在相上の

（ontisch）責任と行為を理解するために必要なアプリオリな枠組みに関係する存在論的な

（ontologisch）責任を区別すべきであるということを説明する。この二種を明確に区別しつ

つ論じているものとして，科学的真理を主題としたホーグランドの解釈（Haugland 2013, 

187–220）があり，行為についてもある程度の類比が成立すると予想される。 

ところで，存在論的責任も責任である以上なんらかの正当性にかかわることは確かであ

る。しかし，存在論的責任は行為そのものではなく，行為を記述する枠組みにかかわるとい

う点で，存在相上の責任とは大きく異なる。それゆえまた，存在論的な責任を果たす方法も

独特なものとならざるを得ない。それゆえ，存在論的責任の存在相上の可能性についての問

い，すなわち「存在論的責任はどのような形で果たされうるのか」という問いに答えること

が必要である。ホーグランドの解釈においては，存在論的真理は存在者に準拠するとされる。

これと類比的に行為を捉えるならば，行為に関するアプリオリな枠組みの選択に関する真

理は実存上の成り行きによって示されるということになるだろう（Haugeland 2013, 214 sq.）。 

以上の準備的考察を踏まえて，存在論的責任の存在論的可能性への問い，つまり「現存在

が存在論的責任を有することはいかなる時間的構造によって可能となっているのか」とい

う問いに答えることによって，現存在の規範性の存在論的基礎づけとその時間的解釈を行

うことになる。このようにして，現存在の規範性の超越論的・時間的条件の解釈を提示する

ことになるが，可能であれば，行為の形而上学に関する個別的な問題への時間的解釈の可能

性についての展望を示したい。 
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ハイデガー『ソピステス』講義における「実践的推論」と「知慮」の解釈について 

横地徳広 

1924/25年冬学期講義『プラトン：ソピステス』でマルティン・ハイデガーは伝統的解

釈学の手法にならい、前半部で主に『ニコマコス倫理学』や『形而上学』をとりあげて独

自のアリストテレス解釈を重ね、後半部でそれを光源にプラトン『ソピステス』篇の暗が

りを照らし（GA19, SS. 11-14, §12-b）、隠れていたその可能性を示した。本発表で考察

するのは、『ソピステス』講義の前半部における「実践的推論（syllogismos praktikē）」

と「知慮（phronēsis）」の現象学的解釈であり、この解釈なりに「全体と部分」の諸関係

が指摘されている。その延長上の後半部では、「存在者の多性が一に帰せれる」さいの「結

合（koinōnia）」と「類（genos）」の関係が明らかにされていた（GA19, S. 525, §76）。 

さて、『ニコマコス倫理学』のそうした知慮概念をハイデガーが説明するに、「知慮の思

量（Überlegen; bouleuesthai）は論じ通すこと（Durchsprechen）、ロギゼスタイだが…

…」（GA19, S. 50, cf. S. 149）、その実践的推論では次のことが思量される。 

 

知慮は、選択（proairesis）のもとで始まる。主旨であるところのために（Um 

dessentwillen）、つまり、善（agathon）のために……それ
、、
はなされるべきである。こ

れが、一番目の〔大〕前提である。とはいえ、現況では行為の事情や状態はかくかくで

あるというのが、二番目の〔小〕前提である。それゆえ、私はしかじかに行為するとい

うのが結論である。一番目の〔大〕前提では、共通見解としていだかれた（endexomenon）、

～のために（hou heneka）の把握が問題である。二番目の〔小〕前提で問題となるのは

終極（eskhaton）を見出すことであり、この終極というもっとも外的なもののもとで熟

考すること（logizesthai）は停止する。（GA19, S. 159, 〔〕による補足は論者） 

 

こうして実践的推論の「大前提」、「小前提」、「結論」の関係を采配する「知性の徳

（dianoētikē aretē）」が知慮だけれど、ハイデガーはその働きを“Sicht（視）”にまつわ

る諸術語で特徴づける。「配視（Umsicht）」、「洞見（Einsicht）」、「配視的洞見（die 

umsichtige Einsicht）」、「見通し（Durchsichtigkeit）」がそれである。本発表で考察する

のは、この諸術語でハイデガーが語ったアリストテレス解釈である。 

まず、実践的推論の小前提で働く〈視〉は、ハイデガーが解釈するところ、個別的情況

にあわせて実践的推論の終極を明らかにする「配視」である（GA19, S. 138, cf. SS. 45-47）。

ここには「実践的ヌース」による情況開示がふくまれ（GA19, SS. 158-160, EN, 6-12, 



2 

 

1143b1）、それは、ヴィトゲンシュタイン風に言うと個別的情況
、、
の「アスペクト知覚」で

あった。たとえば、長年の散歩道で獰猛な野犬を見つけたさい、情況は一変するけれど、

「知慮あるひと（phronimos）」が野犬を避けて別の道を選択するのは、勇気という「性格

の徳（ēthikē aretē）」を恐怖で失ったからではなく、情況にあわせて慎重さの徳を発揮し、

「実践（praxis）」が善くなる可能性を了解したからである（cf. GA19, S. 146）。 

この個別的情況の小前提に大前提を連関させるとき、知慮の「配視的洞見」が働く（GA19, 

S. 47）。つまり、知慮あるひとは個別
、、
的
、
情況をとらえつつ、自身の全体的

、、、
生をひとまとめ

に見渡すなか、全体的
、、、

生のテロスを確かめるが、このとき、個別的
、、、

情況にふさわしい性格

の徳を発揮し、そのテロスにむけて実践の善美な仕方を了解する。「美しい（kalos）」の意

味も響く「善美な（eu; 幸せな）」の語に注目すれば、全体的生のテロスは「善美な霊魂

（eudaimonia; 幸福）」だが、「実践のテロスは善美な実践（eupraxis）自体である」（GA19, 

S. 49, 太字強調論者）。知慮は、実践の結果ではなく、実践の善美さにかかわる（GA19, 51）。 

 

知慮は「最たる真剣さ」である（vgl. 1141a21 sq）。人間にかかわるのは現存在自身で

あり、つまり、「人間の最善」、「善美な霊魂」である。知慮は、この善美な霊魂にむ

かう指針を与える。知慮はこうして行為をなしとげるさい、現存在を見通し（durchsichtig 

machen）、人間を善き生（eu zēn）に至らしめる。（GA19, S. 135; 太字強調論者） 

 

情況にふさわしい徳目はそのつど変化するにせよ、しかし、「知慮のテロスは純粋なテロ

スであり、主旨（das Worumwillen）という、～のために（hou heneka）である」ことは

変わらない（GA19, S. 50f., vgl. S. 159）。「悪徳（kakia）」という「悪しき体制（Verfassung）」

で目をくもらされず、この主旨（＝善美な霊魂）を見通すことが「真性化（alētheuein）」

であり（GA19, SS. 51-53）、この意味で知慮は「良心」なのであった（GA19, 56）。 

小前提の個別的情況になげこまれ、このとき、大前提で全体的生のテロスが開示される

けれど、知慮あるひとは個別的情況にふさわしい実践の善美さをそのテロスに照らして吟

味する。実践的推論のこの構造は、『存在と時間』と比べるに、日常性への埋没から脱して

本来的に「存在と時間」の連関を問う思索の遂行構造ほどに際立っていないにせよ、それ
、、

なりに
、、、

本来的全体性と日常的部分性の区別に対応する。このことは、実践的推論の〈視〉

にかんする考察で確認されたが、そうした〈視〉は、プラトンに語られなかったプラトン

の可能性をハイデガー的アリストテレスの光で照らす後半部で、あらためて注目される。 

※参照指示は、慣例に従った。 



 

メルロー＝ポンティ “視野としてのセザンヌの絵画” 

渡辺 亮 

このテーマを取り上げる理由 

 メルロー＝ポンティは“視野”について語る際、それがゲシュタルト心理学のいう図と

地の構造から成っているとした。しかし他方では、ゲシュタルト心理学が「知覚の対象を

即自的な存在として想定している」という点で批判を加えた。つまりメルロー＝ポンティ

にとっては“視野”は予め出来上がった存在ではなく、現象する領野、展開し続ける知覚

野なのである。 

 またメルロー＝ポンティは自身の現象学を論じる際、ポール・セザンヌの作品に特別な

興味を持って論じている。特に、その輪郭線、諸物のヴォリューム、空間の奥行きの表現

技法に強い関心を示しているのだ。 

 ところがこの二つの論点を接続する議論をメルロー＝ポンティは充分にしてはいない。

本稿を上記のテーマとするのは、これら二つの論点を接続する必要性があるから、である。 

 

研究上の意義 

 『触発する思想メルロ＝ポンティ』加賀野井秀一(2009)ではセザンヌの仕事を、輪郭線

という言葉を使い論じるが、実際の所、その輪郭線をつぶさに観察するという事はしてお

らず、その特徴を捉えてはいない。また「「絵画の媒体性」と「まなざしの歴史性」‐『眼

と精神』の構造」西岡けいこ(2015)や、『メルロ＝ポンティ哲学研究‐知覚の現象学から

肉の存在論へ‐』森脇義明(2000)なども、輪郭線や奥行きという語を使いながら、セザン

ヌの絵画自体に充分には言及していない。これらはメルロー＝ポンティ的なセザンヌ解釈

の一部でしかないが、昨今の研究の一つの傾向を示すものではあるだろう。 

 この様な現状に於いて、メルロー＝ポンティのテキストに沿い、セザンヌの作品をつぶ

さに観察し、整合的解釈を呈示することが本稿の意義である。 

 

 研究の方法 

 始めにメルロー＝ポンティがゲシュタルト心理学をどの様に捉えていたかを確認する。

メルロー＝ポンティが、一方で、ゲシュタルト心理学が知覚野を図と地に依る領野である

と論じたことを好意的に受け止め、しかし他方では、この心理学が知覚の対象を即自的な

存在として考えたことを批判した、ということを確認できるであろう。この確認作業に依



 

り、知覚の対象が主観から独立して存在するのではなく、主観と関係を結ぶ事で知覚が成

立するのだ、ということを論じ、現象学的な“動機”の概念を明らかに出来る様になる。 

 次にセザンヌの輪郭線に着目する。その輪郭線の幅は均等ではない。或る部分は細く、

別の或る部分では僅かながら面であるとも言えそうな程の幅をもつ。また、或る部分では

途切れることもあり、別の部分では幾重かの線で描かれる。この様に描かれた輪郭線が“

揺らいでいる輪郭”であること、観察者が対象と関係を結ぶ場面、“見ること”を表現し

ているのだ、という私見を示す。 

 その後、輪郭線についての著者に依る前述の解釈、あるいはメルロー＝ポンティに依る

セザンヌ解釈が、画家自身の試みた表現と、どの程度の整合性をもっているのかを検証す

る。その際、セザンヌの輪郭線以外の表現技法との整合性、セザンヌ自身が語った言葉と

の整合性に眼を向けることが有用であろう。 

 

本稿の成果 

 本稿の成果は以下の三つに要約できる。 

 一つ目に、メルロー＝ポンティがゲシュタルト心理学を好意的に受け止めた点と、批判

を加えた点を確認し、それを参考に観察者と知覚の対象がどの様に関わるのかを示すと同

時に“動機”という現象学的概念について明らかに出来る事である。 

 二つ目にセザンヌの輪郭線や他の技法をつぶさに観察する事で、観察者が対象と関係を

結ぶ場面、“見ること”を表現しているという解釈を独自の観点から示し得る事である。 

 三つ目は、現象学者の主張と、画家の作品や言葉との整合性を検討することで、“視覚

”の有り様、知覚領野の展開の仕方を、これまでにない高い質で現象学的な文脈に沿うか

たちで記述し得ることである。 
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「対象を欠いた表象のパラドクス」へのフッサールの初期の応答について 

綿引周 

 本発表では「あらゆる表象がある対象に関係するが、あらゆる表象に対象が現実に対応

するわけではない」（Hua XXII, 420）という「いわゆる対象を欠いた表象のパラドクス」

（Hua XXII, 303; 編者による節タイトル）へのフッサールの初期の応答を「仮定

Hypothese」という概念に着目して検討する。この検討を通じて、初期フッサールの志向性

論について見失われがちであった論点に光を当てる。 

 一見したところ、上のパラドクスへの応答は、フッサールの初期の志向性論に少しでも

精通するなら取るに足らない問題であるように思われるかもしれない。対応する対象が現

実に存在しなくとも意識はある「スぺチエス的意味」を例化することによって志向性をも

ち、あるいは何かに向けられている「かのような」性格を保持する。それゆえあらゆる表

象が額面通りに対象と関係しているわけではない。したがって例のパラドクスを生んだ一

方の命題は端的に偽であり、「対象を欠いた表象」に関する問題はなくなる。多くのフッ

サール研究者によって（さらには M. ダメットのような分析哲学者によっても）例のパラ

ドクスへのフッサールの応答は、今述べた仕方で理解されている。中期以降の志向性論の

解釈に関してたとえどれほど多様な解釈が提示されようとも、フッサールの初期の
、、、

立場に

ついては、こうした共通了解が成り立っているように思われる。 

 しかし上のパラドクスへのフッサールの初期の応答が、単にスぺチエス的意味に訴えか

けるものであったという理解は誤りであるか、少なくとも応答の中身を単純化しすぎてい

る。というのもフッサールの応答のなかには、スペチエス的意味に訴えるだけではとらえ

きれない側面、すなわち「仮定」という道具立てを用いた議論が見いだされるからである。 

 「仮定」という言葉は 1984年に「表象と対象」というタイトルのもと、「トヴァルドフ

スキに対する反動」として構想された草稿のなかに見いだせる。この草稿で現在までに保

存されているのは、もともと用意されていた全体の後半部分のみで、その後半部分には

「志向的対象」というタイトルがつけられている。この「志向的対象」草稿では、トヴァ

ルドフスキの立場を念頭に置いた例のパラドクスへの二種類の応答に批判が加えられたの

ち、代替となる解決が提案される。それによれば、ふたつの表象が同じ対象を表象すると

言われる場合、問題となっているのは「仮定のもとでの同一性」であり、この意味で対象

を同一化する可能性がある限りは、存在／非存在とは独立に対象について語る可能性が保

証される。フッサールのこの主張が受け入れられるとすれば、パラドクスを生んだ一方の

命題――「あらゆる表象はある対象に関係する」――は対象の存在を含意しなくなり、他

方の命題と矛盾しなくなる。 

 この種の議論はこの草稿にのみ見いだされるわけではない。1908年の『意味論講義』

（Hua XXVI）のなかでもフッサールは再び「いわゆる『対象を欠いた表象』の問題」

（Hua XXVI, 39; 編者による節タイトル）について論じ、その解決のために「想定 die 

Assumtion〔ママ〕」に訴えている。そこでの議論によれば、想定のもとでならあらゆる表

象について「それは『ある対象を表象する』」と言うことができる（Hua XXVI, 75）。同

講義では作用の対象の側に置かれるものとして「存在的意味 die ontische Bedeutung」が導



 

 

入されているにもかかわらず、フッサールは、単純にそのような意味に訴えかけることで

問題の解決をはかろうとしているわけではないのである。またこのことは「仮定」や「想

定」といった道具立てを、いわゆる「超越論的展開」以後もフッサールは有効なものとみ

なしていたことを示している。 

 しかし「仮定のもとでの同一性」を引き合いに出すフッサールの議論は、果たして例の

パラドクスへの適切な応答となっているのだろうか。もし適切な応答をなしているとした

ら、そこでのフッサールの立場はどのようなものになるのか。とりわけ、非存在対象の同

一化の場面で問題となる「仮定のもとでの同一性」とは何か。同じ論文のなかでフッサー

ルは存在／非存在は、何らかの対象ではなく（客観的）表象に帰属されるべき述語だと論

じているが、「仮定のもとでの同一性」の場合、それを表象に帰属される同一性だと考え

るわけにもいかない。フッサール自身の挙げる例を用いるなら、「ゼウスはオリンポスの

神々の主神である」という同一性判断で結びつけられているふたつの表象（「ゼウス」と

「オリンポスの神々の主神」）は決して同一ではない。他方で仮定的ではない（「無条件

的な unbedingt」）同一性は同一化されるものの存在を含むとフッサールは考えており（cf. 

XXII, 316）、虚構的対象の同一性がこの意味で理解されることはありえない。そうだとす

れば「仮定の下での同一性」とは何であり、それを引き合いにだすことで、いかにして存

在／非存在と関わりなく表象の対象への関係について語ることが可能になるのだろうか。

「対象を欠いた表象のパラドクス」へのフッサールの初期の応答は、これらの問いに答え

てはじめて十分に解明されるはずである。 

 それにもかかわらず、仮定に訴えるフッサールの議論の詳細はこれまで彼の志向性論の

解釈のなかで重視されてこなかった。この現状を踏まえ本発表では、例のパラドクスにつ

いてフッサールが「志向的対象」草稿で提示した応答の解釈を試みる。ただし本稿ではも

っぱらその草稿中でのフッサールの議論にのみ焦点を当て、そこでの解決と「意味論講

義」での解決の異同や、パラドクスへのフッサールの応答が現象学的還元を用意したとい

う B. Rangの見解（cf. Hua XXII, die Einleitung des Herausgebers）の検討、さらにはフッサー

ルの立場と A. マイノングの立場との比較といった論点を取り上げることはできない。あく

まで本発表の目標は、非存在対象の表象に関するフッサールの初期の見解のなかで、これ

まで見逃されていた側面についてより詳細な描像を得ることにある。 



   

 

The Workshop at 39th Conference of the Phenomenological Association of Japan 

 

Scientific Technology and Transformation of Humanity: From a (Post)phenomenological Viewpoint 

 

Humans have changed their environmental world in various ways for comfort and convenience with a wide range of 

technology. They have designed different types of dwelling in order to make a living space comfortable. Most notably, the 

advancement of science and technology after the scientific and industrial revolutions has been transforming our living world 

drastically. Highly advanced digital technology has produced a virtual and an augmented reality, thus changing a 

phenomenological space in the traditional meaning. More light would be shed on these changes with the aid of the 

phenomenological insight that the world given to us is mediated by the body--- a medium through which we recognize, work on, 

and physically transform the world. 

Technology is also bringing transformation in the way in which our body functions. It has been developing robots and 

AI which can simulate and overwhelm the intelligence and athletic ability of humans. In the near future, humans with a 

technologically enhanced body, or super humans, might appear in our society. Such beings might become a newcomer to our 

society. 

In this workshop, four speakers will focus on the environmental world and human condition being reshaped by science 

and technology, and raise issues on what these ongoing changes mean to us. 

 

 

1. Being digitally intimately connected. Mediation theory and the generation of new sexual intimacy thanks to 

the use of new computer devices. 

 

Liberati, Nicola 

                                                    University of Twente 

 

The aim of this presentation is to understand the effects on our intimate life of new computer technologies designed for 

allowing a digital intimate connection among users. 

New computer technologies are changing the way we are using computers. Computers are not merely pervasive, 

ubiquitous, and part of our environment, but they are becoming intimate by tracking and modulating our most private and intimate 

actions. Interviews and studies tell us most of the population pervasively use digital technologies for having sexual relations with 

other people, and the trend is getting stronger thanks to the releases of new devices every year. Postphenomenology and Mediation 

theory suggest the introduction of these devices shapes the subjects since they are co-founded with the technologies used by the 

society. Therefore, the introduction of these intimate ways of being digitally in touch with other people deeply shape who we are 

and our way of being together. However, it is not clear how they are shaping us. 

The presentation will focus on specific digital devices such as teledildonics and smart clothes in order to show how 

they are going to change who we are by making us digitally intimately connected. 

 

 

2. Actor-net work and first person perspective 

 

Kono, Tetsuya 

Rikkyo University 

 

The “transcendental subjectivity” in the terminology of phenomenology means the workings of the ego which gives 

meaning to experience. But the transcendental subjectivity is actually an actor network which exists as a large area structure 

surrounding one’s body. The actor network theory proposed by Michel Callon and Bruno Latour is the concept to explain a social 

phenomenon, but a psychological phenomenon can be construed also as a network in which various actors (actants) are 

participating. The characteristic of the actor network resides in the fact that the actors in the network are not limited to human 

individuals, but it also includes any kinds of artifacts including machines, other forms of life, as well as social organizations. Our 



   

 

self is realized by a coupling of affordances in the actor network and corporeal activities. Any technology is itself an actor network. 

Our existence depending on technology is nothing but a hybrid society. When I showed this idea, many phenomenologists have 

asked me the question:  “How is own first person dealt with?” The purpose of my presentation is to interpret the concept of “first 

person perspective” in the framework of the actor network theory. I will conclude that first person perspective is another name of 

latency = time. 

 

 

3. Mutual sense-making and Value-sensitive design 

 

Naoe, Kiyotaka 

                                                     Tohoku University 

 

 "Value-sensitive design" is a central topic in contemporary philosophy of technology. If we design a care robot, for 

example, not only engineers, but we layperson in general, should consider which values are to be build-in, what influences they 

have to the human-world relationship. Generally speaking, human relations to the world and to other person are transformed by 

technological artefacts. This transformation depends on, however, how and what kind of artefacts mediates the relation. 

 As a basis to this VSD, we discuss by taken an example, how artefacts obtain their meaning and value in the mutual 

sense-making process, and how these meaning and value are transformed in the human-world relationship. Namely, we illustrate 

that 1) artefacts are not external to the relationship, rather their meaning is constituted in the intercorporal mutual sense-making 

process and thus shapes the form of the relationship in turn, and in these processes 2) how technical artefacts, as a value-laden 

entity, influence a process of embodied interaction and generate a new meaning. 

 Transformation of human relations to other person by technological artefacts is indeed obvious, if we think of the drastic 

change in human relationship brought by smartphone. In this presentation we focus, however, not on the result, but on the 

phenomenological and normative foundation of this "transformation". 

 

 

4. Vulnerability, Risk, and Humanity 

 

Nagataki, Shoji 

                                                      Chukyo University  

 

Nature (i.e. the environment) has provided multiple benefits to human beings but at the same time it has presented 

many risks to them. Because of these risks, vulnerability should be considered an essential element of humanity. Human 

beings have been aiming at enjoying the benefits from nature while at the same time avoiding the risks by advancing science 

and technology. However, due to such an advancement, while some old risks have been reduced, new ones which did not exist 

in the past have appeared. For example, human beings are exposed to a new type of risks by implementing medical 

technology into their bodies. The use of rays aiming at the early detection of lesions might in turn cause new lesions, and people 

who have pacemakers implanted must avoid electromagnetic and, in some cases, high-frequency waves. We can think that 

human vulnerability is subject to transformation.  

 In addition, the relationship between humans and a new generation of robots and AI by means of new digital 

technologies is becoming problematic. Some people are afraid that human labor will be negatively affected by the 

newcomers. This situation may also be said to be a manifestation of human vulnerability. 

 In this presentation, I will discuss vulnerability as part of human nature and its transformation in light of new risks 

given by science and technology from a (post)phenomenological perspective. In discussing such vulnerability, I will also show 

that it may be problematic for human beings to actually coexist with the newcomers. 


