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「接合体」から「螺旋体」へ

はじめに

　ドイツの哲学者マルティン・ハイデガー（Martin Heidegger, 1889-1976年）は、1930年代に企てた「形而
上学の超克（Überwindung）」の試みを、戦後に形而上学の「Verwindung」⑴と、異なる仕方で提示している。
これは研究上よく知られている。しかし彼の試みについてのこの表現の変化が、いかなる論理から生じたのか
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── ハイデガーにおける「存在史的思索」の深化
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Heidegger’s deepening of the “being-historical thought”

Shohei KOBAYASHI

Abstract
　Martin Heidegger (1889-1976) attempted the “Überwindung (overcoming) of metaphysics” in “being-historical 
thought (das Seynsgeschichtliche Denken),” which represents his fundamental thought from 1936. After that, in 
the post-war period, he expresses this attempt as “Verwindung (this usually means “overcoming” too). This paper 
aims to show how this change occurred, by following the transition of being-historical thought, from “conjuncture 
(Gefüge)” to “winding (Gewind)” in particular.
　In Contributions to Philosophy (written in 1936), Heidegger presents the being-historical thought as “conjunc-
ture” composed of six junctures (Fügung). Conjuncture has three aspects, i. e. the narrative, the structural, and the 
performative. First, Contributions can be read as a sequential narrative from the first juncture (“Echo”) to the last 
(“The last God”). Second, however, the thought itself is not a linear sequence or a set of demonstrations in order. 
Instead, it is a complex but unified structure. Finally, both aspects are based on and unfolded as the performance 
of one question: the question of being (Seyn). At the same time, the whole thought proves to be the essential 
occurrence (Wesung) of being itself, which occurs in and as this question. The essential occurrence is the move-
ment appearing and hiding itself of being.
　Subsequently, in On The Beginning (written in 1940) and The Event (written in 1941-42), Heidegger goes on to 
treat the being as “the beginning (Anfang)” and presents its movement as “winding.” In accordance with the 
essential occurrence, the beginning “wrenches” itself “out (entwinden)” of hiddenness, on the one hand, and 
“winds” itself “back (verwinden)” to hiddenness. They compose the reverse movement of beginning together. 
Then Heidegger focuses on the winding back, which is the “beginning itself.” The beginning begins, namely hides 
itself from thinking, and Heidegger calls this retreat “separation (Abschied).”
　After observing this change, by analyzing a passage in “On the Question of Being” (written in 1955), we clarify 
that, when Heidegger mentions Verwindung of metaphysics, he is reffering to Verwindung of being, and that, to 
overcome metaphysics, we have to experience the beginning winding back and to endure this separation.
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⑴　Z. B., GA9, S. 416.
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はいまだ定まっていない。本稿は、この過程を、1936年からドイツ敗戦前後までハイデガーが展開した「存
在史的思索（das seynsgeschichtliche Denken）」の構造的深化に基づいて理解可能にすることを目指す。
　この変遷に着目する理由は二つある。第一に、Verwindungという語自体の従来の理解が明白でないからで
ある。この語が広く知られることになった 1955年の論考「存在の問いによせて」の日本語訳で Verwindung
は「耐え忍んでゆくこと」⑵と翻訳されている。そこで、Dudenを見ると、「超克（Überwindung）」と似た意
味で、「（痛みなどの）克服」と言われている。これはたんに痛みに耐えることだけではなく、同時にそれを乗
り越えることでもあるのではないか⑶。それゆえ、ハイデガー自身の議論の中で、この概念の内実を再検討す
る必要がある（本稿では、「形而上学の Verwindung」は「形而上学の克服」と翻訳する）。
　第二に、「存在史的思索」が「接合体（Gefüge）」の構造に端を発して、その構造の中で Entwindung、Ver-
windung、Überwindungからなる「螺旋体（Gewind）」へと軸足を移しながら、戦後へと至っているからである。
ここで Verwindungは「原初（Anfang）」について言われる語であるが、Verwindungという語が主題的に用い
られ、ハイデガー独自の概念として練り上げられたのがこの思索においてであることも鑑みれば、上記の「超
克」から「Verwindung」への変遷にとって、存在史的思索が重要であることは明らかである。ハイデガーの
根本思想の進展が、本質的に関係しているのである。「存在史的思索」の変遷を描いたものは、『哲学への寄与
（エアアイグニスより）』の英訳者 Vallega-Neu [2018]を除いて存在しないのが現状である。彼女はこの変遷を
詩的表現と気分の側面から描いているが、本稿ではこれを思索の構造の深化、重層化として提示し、ハイデガー
研究への寄与としたい。
　こうした見通しの上で、第一節では、『哲学への寄与（エアアイグニスより）』（1936-38年執筆）（以下『寄与』
と呼ぶ）において初めて開陳される「存在史的思索」の「接合体」構造の全体像を概観する。第二節では、『原
初について』（1941年執筆）（以下『原初』と呼ぶ）『エアアイグニス』（1941-42年執筆）において着目され
る「螺旋体」という「原初」の動的構造を分析する。それにより、「存在史的思索」が最終的にたどり着いた
地平を明らかにするとともに、原初による「Verwindung」という動性の内実を明らかにする。第三節では、
以上で論じる「存在史的思索」の構造的変遷をまとめ、これに基づいて 1955年に発表された論考「存在の問
いによせて」における「形而上学の克服」の内実を検討しよう。

第一節　『哲学への寄与（エアアイグニスより）』における「接合体」

　『寄与』における「存在史的思索」は、終焉を迎えた形而上学的の歴史を「はじめの原初（der erste 
Anfang）」とし、そこから将来の「別様の原初（der andere Anfang）」へと向かう「移行的思索」（GA65, 5）で
ある。これが形而上学との対決を通した「超克」に他ならない。この思索は形而上学の歴史を遡行することに
よって、そのなかで存在者に基づき「存在者の存在（Sein des Seienden）」としてのみ理解されてきた存在で
はなく、形而上学そのものを成立させる存在それ自体
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を新たに問う。これが「存在（Seyn）」と呼ばれる。そ
して「存在（Seyn）」に基づく新たな「歴史」の概念が、「別様の原初」として展開されるのである。形而上
学のうちに秘められた根拠である「存在（Seyn）」から、同時に形而上学を超える地平を問うという点で、形
而上学という思想構造の分析はすでにして「形而上学の超克」（GA65, 172）である。言い換えれば、「形而上
学の超克」は、はじめの原初を別様の原初としてより根源的に解釈するために、形而上学自身を所与の事実と
し、それに基づいて行われるのである。
　このように概観されうる「存在史的思索」は、「鳴り響き（Anklang）」「投げ渡し（Zuspiel）」「跳躍（Sprung）」
「根拠定立（Gründung）」「最後の神（der letzte Gott）」「将来的なものたち（die Zukünftigen）」の六つの「接合
肢（Fuge, Fügung）」からなる「接合体

4 4 4

（Gefüge）」（GA65, 81）をなしている（GA65, 7）。これはいかなる構
──────────────────────────────────────────────────────────
⑵　例えば、辻村公一訳『ハイデッガー全集第 2巻　道標』、創文社、516頁。英訳は、形而上学の“Recovery（回復、奪還、
再起）”となっている（Pathmarks, trans. by William Mcneill, Cambridge: Cambridge University Press 1998, p. 314）が、この意
味も原語には含まれていない。
⑶　実際にハイデガーは、1949年にブレーメンで行われた講演において、自身の思索における「克服」を、痛みの克服になぞ
らえている（GA79, 69）。
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造として理解すべきであろうか⑷。以下では、以上の接合肢からなる「接合体」の内実を（1）叙述的側面（2）
構造的側面（3）遂行的側面の三点から切り出して明らかにしてゆこう。

（1）叙述的側面
　上述の六つの接合肢は、『寄与』の章題も兼ねており、これに沿ってハイデガーの叙述も連続的に進行する。
このことを確認しつつ、ここで存在史的思索の全体の流れを概観しよう。
　始まりは、「存在忘却」の時代である現代である。人間は、存在についての問いを問うていない。「鳴り響き」
の章で明らかにされるこの状況から出発し、存在忘却が、「存在者の存在」について問うてきた形而上学と、
その「終焉」の本質的帰結であることを、歴史を遡り明らかにしてゆく。これが「投げ渡し」の章である。そ
こで、もとより形而上学が存在者の存在（Sein）だけを問いの対象としており、「存在（Seyn）」を明らかにす
る場である「存在（Seyn）の真理」を問わなかったことが明らかになる。
　「跳躍」の章では、「存在（Seyn）」を問うことを通し、存在史的思索への転換が構想される。その内実として、
「根拠定立」が、同名の章の中で遂行される。人間が「存在（Seyn）」を問うという仕方で「存在の真理」を「隠
れのための明るい場」（GA65, 348）として根拠づけ、同時に存在（Seyn）の方も、人間をあらたな「存在（Seyn）
の真理」のうちに「現 -存在（Da-sein）」するものとして根拠づける。この「存在（Seyn）」と「現 -存在」
の相互の根拠づけが「転回（Kehre）」（GA65, 311）関係として生起する「根拠定立」である。
　この「根拠定立」に基づく「別様の原初」の将来的なあり方をハイデガーは構想する。そこにおいては、従
来のあらゆる神と異なる「最後の神」の到来と、この到来を待ち望む「存在史的思索」の知を分け持つ者たち
である「将来的な者たち」の共同体が構想される。この二つが第五、第六の接合肢をなしている。
　以上概観した行論は、形而上学の「終焉」以降の時代における「存在忘却」へと目を開き、そこから形而上
学の歴史（はじめの原初）を遡行したのち、この歴史全体から「跳躍」することで、将来の新たな歴史とそこ
での共同体の展望（別様の原初）へと至る、という構成をとっている。絵巻物のごとく連続的に展開しつつ、
読者を思索の深みへと連れてゆく『寄与』の巧みな構成は一見、人間が存在史的思索へと覚醒するまでの物語
のように思われる。こうした叙述の展開が「フーガ（Fuge）」の演奏になぞらえられて言われていると一定の
論者は理解する⑸。これが「接合体」に込められた第一の意味、すなわち、輻輳するフーガ、という意味である。
　存在史的思索が持つ側面はこれだけではない。次で見るように、この思索はそれ自体としてみれば一挙に、
また統一的に展開される構造的側面を持っているからである。

（2）構造的側面
　「接合体」自体は決してたんに前の接合肢から後の接合肢へと順次展開してゆく論証ではない。ハイデガー
によれば、この六つの接合肢に分節化したのは、あくまでそれらの「本質的統一をより強烈なものにするため」
（GA65, 81）でしかないという。ここでは第二の意味、すなわち一般的な意味での「組み立て」もしくは「接
合（Fügung）」の統一としての「接合体」が念頭に置かれていると考えられる。
　これは、『存在と時間』（1927年）において「時間性」（GA2, 431）から基礎づけられた「本来的歴史性」（GA2, 
509）の構造がこの時期でも一貫して保持されていることから理解できる（vgl. GA65, 239）。存在史的思索に
おいて、「遠く遡って

4 4 4 4 4

──はじめの原初へと──ゆこうとする者は、ある偉大な将来をそれだけであらかじめ
思惟し、耐え抜かなければならない」（GA65, 59）。『存在と時間』において本来的歴史性は、将来の次元に先
駆けて、過去の事実性を引き受けつつ、両者の間にある決定的瞬間としての「自身の時間

4 4 4 4 4

＝時代
4 4

（seine 
Zeit）」（GA2, 509）を自覚的に生きる現存在の在り方として提示された。同様に、『寄与』においても、別様

──────────────────────────────────────────────────────────
⑷　山本は、Fugeがギリシア語の「ディケー（δική）」、すなわち「秩序」に由来することを指摘している。本稿ではその具体的
な様態を問題とする（山本 [2009]、44）。

⑸　「フーガ（Fuge 遁走曲）」と関連づける解釈は、Law [2000]、Vallega-Neu [2003]、Gorgone [2006]、山本 [2009]、Thomson 
[2011]が行なっている。
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の原初と「存在（Seyn）」は将来の可能性として先取りされ、この地平から議論は行われている。問うべき将
来の新たな歴史の方から、過去の歴史も既在性として新たに理解しなければならず、同時にはじめの原初に基
づき、別様の原初へと向かう必然性も確証しなければならない。こうした意味で、将来と既在性として現在を
支える二つの原初は、相互に根拠づけあう統一的思索の中で一挙に展開されるものである。
　それゆえ、ハイデガーの叙述において現代の「存在忘却」へと目線を投じる開始点は、構造的にはすでに「存
在史的思索」全体に基づいており、その中で個々の接合肢は互いに同時的に展開され、相互に根拠づけあって
いる。例えば、接合肢同士の関係を説明する中でハイデガーは、「鳴り響き」と現在に対する歴史の威力が「投
げ渡し」を通じて受け取られると述べている。同時に、反対に「投げ渡し」もまた、この接合肢における歴史
的考察をするためには、「鳴り響き」による「存在忘却」の洞察からその必然性を受け取らなければならない、
と説明しているのである（vgl. GA65, 82）。
　加えて、ハイデガーは異なる接合肢の間で繰り返し同じフレーズを用いており、このことは、それぞれの接
合肢の内容が互いに浸透しあっていることを表しているといえる⑹。以上のことからすれば、接合体はその内
実において、線的に発展する展開形式としてのみ理解されるわけではない。
　ここまでに見た二つの側面から、「接合体」は『寄与』というテクストにおいて繰り返しを伴いつつ複数の
側面において変奏される統一的構造である、と理解できる。これらのことに加えて、従来ことさらに指摘され
てこなかったうえに、本稿においてもっとも重要でもある存在史的思索の根本特徴を見逃してはならない。そ
れは、「接合体」という表現の「遂行的側面」である。

（3）遂行的側面
　先行研究が見落としているのは、Gefügeを貫く動詞 fügenの意味である。この動詞は再帰動詞 sich fügen
のかたちで「～に（命令を通して）従う」の意味を持っている。『寄与』がその内実において、「存在（Seyn）」
についての根本的な問いとして展開される以上、この意味が決定的に重要であると考えられる。
　ハイデガーは、接合体が体系とは異なる「厳格さ

4 4 4

（Strenge）」（GA65, 65）を持つ、と説明している。彼に
よれば、それは各接合肢が「〔存在（Seyn）〕の呼びかけに問いながら聞き従うことの支配状態」にしたがっ
て構成される、ということである。つまり、接合体はあくまで、存在（Seyn）が思考を喚起し、思考が存在
（Seyn）にしたがって問い続ける、という単純で一貫した遂行によって支えられている、と。この点で『寄与』
はその構造的体系性にも関わらず、従来のいかなる完結した「体系」とも異なっている（vgl. ebd.）。なぜな
らば、存在（Seyn）への問いは、あらかじめ特定の理念にもとづくのではなく、形而上学を超えて、完結し
ない問いの地平へと突き進む思索だからである。それが「存在（Seyn）」を形而上学の根底で問おうとする以上、
その途上で「人間」や「神」といった存在者もまた、形而上学的規定として問いに付されざるを得ない。「存
在（Seyn）」への問いの遂行の只中で、これらの概念同士の構造的な布置が展開されるのである。

　以上、三点にわたり「接合体」の意味を論じてきた。『寄与』において「存在史的思索」の「接合体」の三
つの側面を経ることで、「形而上学の超克」のイメージは深まりつつ理解される、と言えるだろう。つまり、（1）
叙述的側面からは、形而上学を解体し、ハイデガー自身の思索へ向かう段階的な遂行として、（2）構造的側面
からは、「存在史的思索」の中で根拠づけられる、歴史性をもった構造として、（3）遂行的側面からは、「存在
（Seyn）」に従う「存在の問い」そのものの遂行として、である。
　しかし、十全な「接合体」理解のためには、さらに説明を要する。というのも、上記の三つの側面は、あく
まで「存在史的思索

4 4

」がもつ構造を腑分けしたものであるが、同時にこの思索は副題の通り「エアアイグニス
より」行われる。言い換えれば、ここでハイデガーのいう「思索」とは、ある対象に対する人間の思考能力で
はなく、そこにおいてエアアイグニスが出来事として立ちあらわれる場のことなのである（そしてこの中に、

──────────────────────────────────────────────────────────
⑹　このことは、上記の「フーガ」としての「接合体」解釈でも言われている。というのも、フーガが、同じフレーズを異なる
展開部で繰り返し演奏する形式だからである。
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思索する人間も既に巻き込まれている）。存在史的思索を行う者が同時に、自身の歴史的現存在が拠って立つ
「存在の歴史」を「エアアイグニス」という一つの出来事として統一的に把握することを要求されるのである。
　そしてこの「エアアイグニス」とは、「存在の本質化（Wesung des Seyns）」（GA65, 254f.）に他ならない。
存在史的思索は同時に、存在の本質化であ

4

る
4 ⑺。「本質化」から捉えた場合、「はじめの原初」の歴史は、古代

ギリシアにおいて存在者としての「立ち現れ（Aufgang）」（GA65, 171）において経験され、現代において完
全に忘却されるまで展開する「存在者の存在」の歴史的動向として捉えられる。これが同時に「別様の原初」
の方から逆照射された場合、上記の立ち現れにおいてすでに己を隠すことで問いの対象となり、「存在忘却」
の中で己を人間に対し完全に拒絶する存在（Seyn）の動向としても理解される。かくして、西洋の歴史全体は、
その根底における存在（Seyn）の「本質化」、すなわち存在者として立ち現れつつ、存在そのものとしては隠
れるという、二重の動性として把握し直されるのである。
　次節で論じるように、『寄与』以降ハイデガーがエアアイグニスの動性そのものに着目してゆくことを先取
りして考えると、この「本質化」は存在史的思索の「遂行的側面」と密接に関わっている。というのも、思索

4 4

が
4

「存在（Seyn）」を問うことは、「エアアイグニス」の生起から見れば、直ちに歴史の根底にある存在
4 4

（Seyn）
そのものの
4 4 4 4 4

動性に従ってゆくことを意味している。動詞 fügenもまた、存在（Seyn）の側から見れば「按配す
る」という他動詞として捉えられる。つまり人間が問いによって存在に従い、存在は問われつつその途上で人
間に思索の構造的秩序を展開し按配する、という相互関係が成り立つ⑻。それにともない、「形而上学の超克」
もまた、存在（Seyn）そのものの動性に即して形而上学を捉え直す試みとして見えてくる。この遂行的側面
で問われる「存在（Seyn）」そのものの本質化が、以下で「原初」の「螺旋体」として問題になるのである。

第二節　『原初について』『エアアイグニス』における「螺旋体」

　『寄与』における形而上学の「超克」は、「存在史的思索」の「接合体」として、同時に「存在（Seyn）の
本質化」の生起として展開されていた。ここから進んで『原初』（1941年執筆）、『エアアイグニス』（1941-42
年執筆）を『寄与』と比較したとき、次の三点において変化が認められる。
　第一に、『寄与』では形而上学との対決を通して、現れつつ隠れる「存在（Seyn）」の動性を導き出した。
そこでの「接合体」枠組みを維持しながらも、『原初』『エアアイグニス』においては、「存在」をさらにその「隠
れ」の側面に限って「原初（Anfang）」と捉え返す試みが行われている。これに伴ってハイデガーは、『寄与』
で行われた形而上学の歴史全体（「はじめの原初の歴史」）との対決のなかでも、その原初そのもの、すなわち
フォアゾクラーティカーにおける存在の立ち現れの地点へと議論の的を絞ることになる⑼。
　第二に、語彙の大きな変化が挙げられる。第一の変化に伴って、『原初』『エアアイグニス』でははじめて、
「原初」とそれを取り巻く語彙（「原初態（Anfängnis）」「没落（Untergang）」）、存在（Seyn）そのものの原初
的な動性を表す語彙（本節後半で見る「螺旋体（Gewind）」、„Entwindung“, „Verwindung”）が中心的に用いら
れるようになる。加えて、存在者に対する存在（Seyn）の隠れの運動は、新たに「別れ（Abschied）」「痛み
（Schmerz）」という語によって表現されるようになる⑽。
　第三に、『寄与』では主題にならなかった「言語」への着目である。『原初』以降では、存在（Seyn）に基
づきつつ、存在（Seyn）を問いながら隠れた原初を詩作的に言い表す「言い伝え（Sage）」が模索されること
になる。この試みのなかでハイデガーは、「思索」を「詩作」へと接続しており、両者の関係と差異のなかで
──────────────────────────────────────────────────────────
⑺　思索する現存在と存在の本質化のこの統一は、「根拠定立」の章の「転回」関係によってなされるが、それはヘーゲルにお
けるような、目的論的な歴史観に基づいたアウフヘーベンによって果たされる訳ではない。むしろそれは、歴史の根底に存在
の「本質化」の動性を「原初（Anfang）」として見出し、そこから存在者とその歴史そのものを新たに考え出す、という「始
原論」（村井 [1994], 93）なのである。

⑻　こうした「按配する」という意味は、実際に「アナクシマンドロスの箴言」において名詞形 Fugで用いられている。Vgl. 
GA5, 357.
⑼　既に『哲学への寄与』ではここへの注目がなされているが（z. B. GA65, 473）、これが「原初」としてことさらに問題にさ
れるのは『原初』以降である。
⑽　これは「存在史的思索」全体を貫く「気分」の問題にもかかわるが、これに関しては別稿を期さなければならない。
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言語への省察を加えている。
　以上の問題系すべてを網羅しつつハイデガーの思想の変遷を論じるためには、彼のフォアゾクラーティカー
やヘルダーリンの解釈をも踏まえた総合的な解明を必要とする。本稿ではその土台として、「存在史的思索」
それ自身の核心を「螺旋体（Gewind）」から明らかにする。ハイデガーはこれをあくまで草案としてではある
が提示している。その部分を抜粋して引用しよう。

Verwindungとはじめの原初の Entwindung
Verwindungと形而上学の超克（Überwindung）
（エアアイグニス）の螺旋体（Gewind）の Verwindung（GA71, 137）

「螺旋体」がはっきりと示されているのはこうした形においてのみである。しかし、『原初』『エアアイグニス』
の全体にわたって、ここで提示された語彙が用いられていることを考えれば、『原初』にまでさかのぼってこ
の構造を再構成することは決して錯誤ではない。
　さて、この構造は両テクストを貫く「原初」をめぐる問題系のなかで考えられなければならない。したがっ
て、原初の動性として、この構造を理解する。そのことによって、「存在の

4 4 4

Verwindung」から「形而上学の
4 4 4 4 4

克
服（Verwindung）」を考えてゆこう。その際、本節では、以上の理解のために決定的な『原初』の断章 5と 6「存
在（Seyn）？」（GA70, 19-24）の議論を主に参照する。
　『寄与』と同様、さしあたって「原初（Anfang）」とは存在（Seyn）である。ただし、ここでは、その原初
の始まり方が「原初態（Anfängnis）」として腑分けされ（vgl. GA70, 13）、「はじめの原初」と「別様の原初」
における「原初態」の差異が問題になる。これは、前節で示した「存在の本質化」の二つの差異に相当する。
　「原初態」を詳しくみてみよう。はじめの原初において存在は、存在者として立ち現れるものとして受け止
められた。これは、隠れた原初から存在を人間が明るみへともたらすという事態を、存在（Seyn）の動性と
して言い表したものである（GA71, 27）。これが entwindenと言われている。Dudenによれば entwindenはそ
れ自体で「回転する器用な動きによって、誰かから何かをなんとか解き放つこと」という意味を持っている。
つまりこれは、原初の隠れから存在者を開示し、もぎはなす、「アレーテイア」（非秘蔵性）の別様の表現であ
ると言える⑾。これがはじめの原初における原初態である。
　これに対し、別様の原初から見た存在の本質化が現れと隠れの二重の動性として把握されるのと同様に、原
初と人間の関係もまた、entwindenと対立する隠れの方向でも理解されなければならない。このもう一つの方
向性をハイデガーは verwindenと呼んでおり、さらにこれが別様の原初で新たに見出される「原初態」に他な
らない。というのも、ハイデガーは次のように述べているからである。

　ここで「Verwindung」と名付けられたものは、原初の原初態に基づいてのみ把握することができる。
すなわち、原初が自身へと退行し、自身を覆うことで、別離において存在（Seyn）を本質化させるとい
うことに基づいてのみ。（GA70, 19）

Verwindungとは、原初が、自身へと戻り行き「別離」へと至ることに基づくという。そこで別離とは、ハイ
デガーによれば、「原初すること（anfangen）は、別離への隠れである」（GA70, 16）。すなわちそれは、存在
者からも、それどころかいかなる把握の枠組みからも隠れ⑿、全く切り離された原初の隔離状態なのである⒀。
言い換えれば、前節で述べた存在（Seyn）の「現れ」と「隠れ」のうち、「隠れ」だけをそれとして指し示す
語に他ならない。

──────────────────────────────────────────────────────────
⑾　よく知られているように、ハイデガーは古代ギリシアにおいて「真理」を意味する「アレーテイア（ἀλήθεια）」を否定の ἀ
と「隠れ」を意味する λήθηに分け、「非秘蔵性（Unverborgenheit 隠れなさ）」と翻訳する。
⑿　「原初とは原初的には、隠れを、すなわち別離をそれ自体として受け止めることである」（GA70, 21）
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　ここでは、『寄与』で現れを伴いながら隠れとして把握されていた「存在（Seyn）」を手掛かりに、さらに
4 4 4

その内奥にある純粋な隠れをさらに狭義の「原初」として、間接的に示すことが目指されている。それは以下
の引用で初めて、はっきりと述べられる。

存在（Sein）は、そのつど様々に言われるものであり続けるが、存在（Seyn）の本質は存在（Seyn）で
はなく、原初する原初なのである。この原初から、そしてこの原初として原初し、同時に自身の固有物へ
と下り行く（untergehen）のは、存在（Seyn）なのである。ここで自身を受け止め、そうして受け止めな
がら始まるのは、存在者を足掛かりにした存在についての性急な考えが「即自」（物自体、や、この名と
同一視されうるあらゆるもの）の名で探し求めているものに他ならない（GA70, 19）。

ここで「存在史的思索」は、存在者の存在から遡行し、「存在（Seyn）」の現れと隠れの両面性を経由したのち、
さらに純粋な隠れを「原初」として別離へともたらす。そのことによって、思索にとって最も所与となる次元
を、隠れのまま指し示すまでに至ることになる。そのとき「存在（Seyn）」とは、哲学の内部にとどまる限り、
「歴史」の根源的次元において、この原初へと我々の目を向けさせることのできる唯一の名として機能する。
「存在（Seyn）」という語で、到達しえないが示唆される隠れた「原初」の次元、これがハイデガーにとって
の最終的な〈事柄そのもの〉、根源的所与である、といえるだろう。かくして思索において存在（Seyn）が下
り行く別離こそ、存在（Seyn）自身が entwindenと反対に、自身を隠れの方へと向き変え、隠れてゆく ver-
windenの動きなのである。これがハイデガーにとって Verwindungの本来の意味にほかならない。
　上の引用で、原初が別離へと向かってことさらに隠れてゆくこの Verwindungの動性は、「下り行くこと
（untergehen, Untergang 没落）」とも言われている。これに呼応して、人間がこの下り行く原初を思索におい
て経験することが「痛み（Schmerz）」と呼ばれている。すなわち、存在史的思索のうちで、「存在（Seyn）」
の根底における「区別的 -別離的な原初の没落態（Untergängnis）を耐え抜くこと（Austrag）の痛み」（GA71, 
190）が必要になる。この存在（Seyn）との別離の痛みを耐え続けることこそが、存在（Seyn）を「克服」す
るという意味での Verwindungだ（GA71, 233f.）、というわけである。
　以上の議論は、形式的に言えば、ごく当たり前のことを述べている。カントの「物それ自体（Dinge an sich 
selbst）」が、経験的認識の対象の絶対的な（認識主体とのいかなる関係も排した）原因として考えられはする
が、認識不可能な対象であるのと同様、ハイデガーの「原初」もまた、経験的な「存在者」の概念に端を発し
遡ることで到達する、把握不可能な所与の次元を意味している。そして「存在史的思索」は、この次元をこと
さらに指し示す営みである。
　しかし、そこにおいてハイデガー独自の点は、この所与をたんに認識の把握不可能性としてではなく、原初

4 4

自身の
4 4 4

「隠れ」および「下り行くこと」の動性として捉え返すことである。ハイデガーにとって「始まること」
とは、その本来的な意味においては、立ち上がることではなく、下り行き、隠れることなのである。言い換え
れば、何かが隠れてゆかない限り、何かが立ち上がることもない。我々が事物に関わっているという自明な事
柄の始まりには、絶対的に把握不可能なものが隠れてゆく動性があった、と事後的に振り返って分かるのであ
る。この取り返しようのない「隠れ」を、想起する思索において始まりの「別離」としてことさらに「経験」
（GA71, 30）することが要求されているのである。
　ここまでハイデガーの言う Verwindungの動性を見てきたが、彼はこの Verwindungが、形而上学の超克に
本質的に連関しているという（GA70, 21, 25）。それはいかなる意味においてなのだろうか。「存在の Verwin-

──────────────────────────────────────────────────────────
⒀　これは、形而上学的な存在者と存在の「区別づけ（Unterscheidung）」、つまり存在論的差異との対照において提示されてい
る（GA70, 25）。すなわち、形而上学の歴史をたどると、フォアゾクラーティカーにおいて純粋に「ピュシス」として理解さ
れた存在は、プラトンにおいて存在者の存在として問われることになり、ここに存在論的差異の区別づけが生起している
（GA70, 22）。これに対し、「存在（Seyn）」がこの区別づけそのものの根拠である「現れ」と「隠れ」の区別として生起して
いる。そのとき、この存在論的差異の現れに対して自己隔離する「存在（Seyn）」の隠れの側面が、「原初」それ自体として言
われているのだ、と。
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dung」を「存在の超克」とも呼びながら⒁ハイデガーは、次のように述べ、形而上学を遡行する「存在（Seyn）」
の問いの限界を、形而上学が始まることそのものの限界として見出すに至るのである。

存在（Seyn）そのものすら超克することにおいてはじめて、形而上学の超克は本来的に生起する。とい
うのも、存在（Seyn）すら超克するなかで、形而上学の開始（Beginn）の可能性の根拠は捨て去られる
からである。（GA70, 21）

ここに、存在史的思索が最後に流れ出してゆく、いわば港口のようなものを見て取ることができる。「存在
（Seyn）」という原初のいわば〈仮の名〉を手引きにしながら、さらにその先にある隠れた原初を問いつづけ
る思索の遂行、それが「存在（Seyn）の克服」という意味での「存在（Seyn）の Verwindung」に他ならない。
その意味で、「それ

4 4

（es）〔＝存在（Seyn）〕は自身が」原初の「言い伝え（Sage）」（GA70, 23）なのである、と。
「存在史的思索」は「存在（Seyn）」の問いの遂行である以上、それが果たす役目はここまでということにな
るだろう。それは同時に、「思索」そのものの限界をも意味している。
　もし将来において、だれかが哲学とは全く異なる言葉によって原初を語り出すことがあるとすれば、存在
（Seyn）を問い続ける「思索」は、その試みの隠れた理論的前提として働くことになる（vgl. GA71, 178）。では、
存在史的思索に基づいて、新たに始まる原初との関わりとは何か。それこそが「詩作（Dichtung）」である⒂。
しかしこの「思索」と「詩作」の関係については稿を改めて論じることにしよう。
　『寄与』における超克では形而上学的な「存在（Sein）」を、その根拠である「存在（Seyn）」へと改鋳する
作業が行われた。本節の議論にしたがうならば、さらに進んで、『原初』『エアアイグニス』で思索は、この「存
在（Seyn）」の問いの遂行を通して、「存在（Seyn）の克服」へと至った⒃。これが「存在史的思索」の内奥で
あり、それが同時に新たな原初の語りへの出発点ともなるのである。
　さて、「存在史的思索」の螺旋体における Entwindungと Verwindungの内実と翻訳、そして形而上学の超克
（Überwindung）について、ハイデガーの考えをまとめよう。
　「螺旋体（Gewind）」⒄について言えば、これは Dudenによれば「ねじ」や「花輪」といった、ねじられた、
またはそうしてよりあわされたものを意味する。つまり螺旋状に巻き付けられ、ねじられ〔windenされた〕
もの、と考えられる。そうである以上、ハイデガーは Entwindungと Verwindungにもこの「ねじる」というニュ
アンスを込めているに違いない。加えて前節で論じた「存在史的思索」の遂行的側面に基づくならば、「螺旋体」

──────────────────────────────────────────────────────────
⒁　というのも、一方でハイデガーは、形而上学の超克が存在の克服の前段階である、とのべ（GA70, 25）、他方「形而上学の
超克は存在（Seyn）の超克の始まりに過ぎない」（GA70, 93）とも述べているからである。ただし、他の箇所では「Verwindung
はあらゆる超克よりも原初的である」（GA70, 21）と言われており、両者は截然と区別されているように見える。しかしこれは、
ハイデガー自身の矛盾というよりは、見る観点の違いと考えた方が良いだろう。ここでいう「超克」を「形而上学の超克」と
考えるならば、議論は矛盾なく考えられる。というのも、ここで Verwindungを「より原初的」と言うことにおいて、形而上
学との思想的対決としての「超克」は、原初の次元から存在（Seyn）を Verwindungすることとしてとらえ返されていると言
えるからである。
⒂　というのも、ハイデガーは詩作に、原初の言葉を受け取りつつ、その原初を新たに「根拠定立（gründen）」、もしくは「創
設する（stiften）」働きを見出しているからである。Vgl., z. B. GA39, 122, 258, GA71, 239. 具体的には、この「原初」を指し
示す思索が、ヘルダーリンによって示された原初に基づく「創設」としての「詩作」を「準備」（GA70, 156）し、詩作が新た
に「存在を詩作〔dichten 創作〕」しつつ新たな言葉で語り出す、というわけである。
⒃　戦後のいわゆる後期ハイデガーの思想との関係を考える上で、この点は重要である。ハイデガー本人が明言し、また Rich-

ardsonも事実として指摘している、後期における「存在（Sein）」の語の忌避（GA15, 20, Richardson [1963], 633）を、
Sheehan［2015］は中期以降の「現前性」に対する批判的な目線から説明している（Sheehan [2015], 115f.）。これに加えて、
本稿の議論にしたがえば、以上の事柄の理由を、「存在（Sein）」から「存在（Seyn）」へ、「存在（Seyn）」から原初へ、そし
て「存在（Seyn）」の別離へ、という道程としてさらにつまびらかにすることができる。ハイデガーが「存在（Sein）」を「か
りそめの」（GA7, 235）語と述べるのも、それが概念として不十分だからではなく、存在史的思索が通り抜けるべき不可欠な
地点としてこの語があるからだ、と考えられるだろう。
⒄　ドイツ語で通常用いられる綴りは Gewindeであるが、グリムの時点では Gewindの綴りでも立項されている（Der digitale 

Grimm, (https://woerterbuchnetz.de/?sigle=DWB) (gesehen am 31/5/2021)）。
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とは、人間から原初への関わりであると同時に、原初そのものの動性であると理解されなければならないだろ
う。
　entwindenの方から見てみよう。上述のようにこれは、形而上学の原初における、隠れからの存在の立ち現
れであると同時に、人間による存在の原初からのもぎ離しである。これは、およそ「ねじり出し」と翻訳でき
るだろう。
　verwindenは第一に、原初そのものの動性として、「ねじり出」た原初が逆に隠れてゆく運動でもある。加
えてこれは、人間が原初を下り行くものと見、その別離の痛みを耐えつつ「克服すること」である。Dudenで
は「（痛みなどを）克服する」という意味と別に「ひねる」、「ねじ曲げる」、「脱臼する」という意味で verwin-
denは立項されている。Vallega-Neuは、形而上学への「ねじり出し」との対比において、Verwindungを形而
上学から原初への「ねじり外し（twisting out）」と翻訳している⒅。じじつ、上述のハイデガーの議論では、
従来の「立ち上がる」という原初のイメージが脱臼させられ、むしろ「下り行く」こととして変調させられて
いた。「ねじる」ことにこのニュアンスをみとめつつ、本稿では、entwindenの前置詞 entと verを対抗的な動
性を表すものと捉え、原初それ自身の逆転の側面を強調して「ねじり戻し」と訳したい。
　以上から、「螺旋体」とは、人間にとって「ねじり出」ながら現れ、同時に「ねじり戻」されながら隠れて
ゆく、それ自体としてねじれた、原初の反転運動と解すことができる。この「螺旋体」の動性の只中で、ハイ
デガーが考える形而上学の「超克」は次のように捉えられるだろう。すなわちそれは、形而上学へと「ねじり
出」た原初がその根源へと「ねじり戻」るなかで遂行される、と。かくして形而上学は、螺旋体の逆転運動の
間で、原初それ自身のほうからあらたに根拠づけられることで超克されるのである。

第三節　「形而上学の克服」とは何か

　「存在史的思索」における形而上学の「超克」からその Verwindung（ねじり戻し、克服）へと至る深化が、
いかなる着眼点の変化として説明できるのか、前節までの議論をまとめつつ提示しよう。
　「形而上学の超克」の遂行として、ハイデガーが『寄与』における「接合体」の枠組みを作り上げつつ、『エ
アアイグニス』で提示された「螺旋体」へと深化させることによってたどり着いた議論は以下である。「接合体」
においては、「はじめの原初」に基づく「形而上学」という歴史的変遷を伴った構造との対決を通して、この
構造の根底に存する「存在（Seyn）」の「本質化」の動性に着目した。この「本質化」から形而上学を根拠づ
け直すことが「形而上学の超克」である。さらに『原初』と『エアアイグニス』においては、この動性をさら
に根源的に理解しつつ、「存在（Seyn）」の語から、はじめの原初の「ねじり出し」、別様の原初の「ねじり戻し」
の二重の動性にまで至った。原初がそれ自身へと「ねじり戻され」、「別離」において閉鎖された根源的な即自
的次元へと隠れてゆく。この原初に向かう「存在（Seyn）」別離の痛みを耐え抜つづけることが、その「克服
（Verwindung）」であり、この克服を引き受けることが、すでにして形而上学の「克服」に他ならないのである。
　かくして、Überwindungから Verwindungへの変遷は、「存在史的思索」の遂行とその深化に基づいて理解
されるのである。最後に、以上の議論に基づいて、ハイデガーが戦後に語る「形而上学の克服」の内実につい
て明らかにしよう。彼がエルンスト・ユンガーへの書簡を基に 1955年発表した論考「存在の問いによせ
て」⒆において、その要諦が述べられている。その箇所を引用しよう。先取り的に断っておくと、この引用で
は「形而上学の克服」と、形而上学における原初の「ねじり戻し」が同時に念頭に置かれて語られていると考
えらえる。それゆえ、内容的に前者の Verwindungを「克服」、後者の Verwindungを「ねじり戻し」と翻訳する。

　形而上学の克服は、存在忘却の克服である。ねじり戻しは形而上学の本質へと向き変わる。ねじり戻し
はその本質が伸びてゆく先の地点を通り抜け、この本質へと巻きつく（umranken）のだが、それは、そ

──────────────────────────────────────────────────────────
⒅　Cf. Vallega-Neu [2018], p. 185.
⒆　これは 1967年に単行本『道標』として、また 1975年に『ハイデガー全集』第 9巻として出版されるに際して内容がハイ
デガー自身の手によって改められているが、引用する箇所について異同はない。
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の本質が、それを自身の真理の開けへと持ち上げてくれる領域を呼び求める限りで、である。それゆえ思
索は、形而上学の克服に呼応するためには、何よりもまず形而上学の本質を闡明しなければならない。こ
の試みにとって形而上学の克服はさしあたって、思索を形而上学のねじり戻された本質の開けへと導くた
めに形而上学的表象作用を乗り越える超克のように見える。しかし、克服においては、退けられたかのよ
うに見える形而上学のとどまる真理が、いまやその我有化された本質

4 4

として、初めてことさらに回帰する
のである。（GA9, 416）

この引用で言われていることは以下である。第一に、存在忘却にある形而上学の克服のためには、形而上学自
身の到達できない、ねじり戻された本質の領域へとあらかじめ向かわなければならないこと。第二に、形而上
学におけるねじり戻しに呼応するようにして思索は、形而上学自身の本質を明らかにしなければならないこ
と。第三に、ねじり戻しの動性において形而上学の本質がそれとして明らかになり、形而上学がそれ固有のあ
り方へともたらされるということである。
　着目すべきは、第一と第三の点において、「形而上学の克服」ではなく、形而上学における

4 4 4 4

ねじり戻しの動
性がいわば即自的に取り上げられ、それと並行するようにして、第二の点でこのねじり戻しに対する思索の呼
応の要求がなされている点である。これこそが、前節で見た原初

4 4

の「ねじり戻し」に他ならない。上記の引用
においてこの動性は、同時に形而上学をその原初の側から「ねじり戻し」、新たに生起させる本質として言わ
れているのである。そのとき思索は、この動性につき従う問いとして遂行されるのである。これが存在史的思
索である。その証拠にハイデガーは次のように述べている。「形而上学の克服は、思索をあるより原初的な言
いつけ（Geheiß）のうちへと呼び求めているのである」（GA9, 424）。「言いつけ」、すなわち存在（Seyn）か
らの思索の要求が、この克服の根底に存するのである。
　かくして、形而上学の「克服」は、実はすでに原初の「ねじり戻し」が念頭に置かれて言われていることが
明らかになった。「超克（Überwindung）」と「ねじり戻し（Verwindung）」はどちらも形而上学の乗り越えで
あることに相違はない。しかし「超克」が単なる形而上学の乗り越えと、その先への〈進歩〉を意味しかねな
いのに対し（特に必ずしもハイデガーの用いる語彙に慣れ親しんでいるとは限らないユンガーにとってはそう
であろう）、「克服」という語には、原初の「ねじり戻し」による別離の痛みを耐え抜くなかで、同時に形而上
学そのものを別様の原初の方からひねって根拠づける、という意味が仮託され、「耐える」というニュアンス
が前面に出されている。したがって、『寄与』で企てられた「形而上学の超克」と、『原初』『エアアイグニス』
において思索された「存在の克服」の両方が加味されて、「克服（Verwindung）」といわれているのである。

終わりに──存在史的思索からの展望

　本稿では、第一節に 1936年から 38年に執筆された『哲学への寄与（エアアイグニスより）』における、「形
而上学の超克」を軸とする「接合体（Gefüge）」の構造を概観した。そこから第二節では、1941年執筆『原初
について』・1941年から 42年執筆『エアアイグニス』における原初そのものの「螺旋体（Gewind）」の動的
構造へと、ハイデガーの着眼点が、「接合体」に基づきつつ遷移してゆくことを確認した。以上二節の議論に
基づいて第三節では、ハイデガーが『存在の問いについて』において述べた「形而上学の克服」の内実を明ら
かにした。すなわち、形而上学の「克服」とは、形而上学の「存在（Sein）」から存在史的思索の「存在（Seyn）」
へ、さらにはそこから「原初（Anfang）」そのものの「ねじり戻し」の動性にまで遡行することによって、そ
の動性そのものを形而上学の本質とし、新たに形而上学を根拠づける「克服」なのである。
　この帰結に至るまでに、この論考ではこの克服を理論的に下支えしている「存在史的思索」の次元を問題に
し、その内奥を明らかにした。ここから、ハイデガーが「詩作」から原初を根拠づけ展開する後期思想との連
続性を理解する可能性が開けたのではないだろうか。この問題系への移行についてつまびらかにすることが今
後の課題となる。
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