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In his preface to the 1972 edition of his Early Writings Heidegger referred to his inaugural address on 

his nomination for membership in the Heidelberg Academy of the Sciences. According to this brief 
address Heidegger as a student in the University of Freiburg from 1909 through 1915 changed his 
subject of study from Catholic Courses to Philosophy in 1911. Heidegger, youthful religious student, 
already published an article on religion in The Academician, a newly founded German Catholic journal 
aimed against "Modernism". After leaving religious courses, his studies showed that the way of his 
thinking was under the influence of Neo-Kantian theory led by Rickert and phenomenology founded by 
Husserl. One of the greatest problems in Heidegger is that of the relation between religion and 
philosophy. How can we find it in the works of his younger days?  In this paper his dissertation The 
Doctrine of Judgment in Psycologism（ ）1912 and habilitation The Doctrine of Categories and 
Meaning in Duns Scotus (1915) are considered. This paper concludes that Heidegger was already 
becoming an original philosopher although his methods were not necessarily clear. 

 
1. はじめに 
 初期におけるハイデガー哲学、より的確にはハイ

デガー哲学の形成期におけるハイデガーの研究姿勢、

その根底に流れているものについて検討してみるこ

とにしたい。 
 ハイデガーは自らの生涯について折に触れて語っ

ている。もとより大筋において異なるものではない

が、具体性においては当然異なっている。と言って

事実に相違があると言うのではもとよりない。ある

ときはある点について触れないが他の機会には触れ

ているという意味である。したがって若き日のハイ

デガーについて述べるには、いくつかの資料を参考

にしなくてはならない 
 幸いハイデガー自身の企画になるハイデガー全集

第一巻の『初期論文集』に序文を――『初期論文集』

（1972 年）初版のための、と副題を付して記してい

る１。この序文でハイデガーは「文字通りの意味で 
 

 
頼りのない、初期の試論を執筆した当時」を回想し

ている。それは、修学期、形成期の途上にある若き

日の学徒にとっていうまでもないにしろ、「私は後に

私の思索に迫ってくるものについて、まだ何も知ら

なかった」、と述懐している。 
 まさにこの無自覚のうちになされた刺激、精励、

努力こそ後年の豊かな実りの根底を養うもととなっ

ている。 
 『初期論文集』序文に引用されている、ハイデル

ベルク科学アカデミー就任演説（1957）によって、

ハイデガー言うところの「初期の試論を暗黙のうち

に規定するところのいくつかの動向」を知ることが

出来る。このほか、学位論文、教授資格申請論文、

或いはその後に寄稿した「自薦」などを参照し、さ

らに研究者によってなされているハイデガーについ

ての年表などにより以下簡潔に若き日のハイデガー

を先ず顧みることとしよう。 
初期におけるハイデガー哲学、より的確にはハイデ
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ガー哲学の形成期におけるハイデガーの研究姿勢、

その根底に流れているものについて検討してみるこ

とにしたい。 
 
２. 修学期 
2.1 高等学校卒業まで 

ハイデガーMartin Heidegger(1889-976)は、スイス

国境に近いドイツ南西部バーデン州シュヴァーベン

＝アレマニアンの一小村メスキルヒ Meßkirch に誕

生（9.26）、地元の小学校、高等小学校を終えて、ボ

ーデン湖畔にあるコンスタンツの高等学校に進学

（1903）、上級第二年級に、フライブルクのベルトホ

ールト高等学校（1906）に転じ、卒業（1909）。その

年イエズス会修練士修練期用新入生寄宿舎に登録

（9.30）、病気を理由に修練士監督から除籍（10.13）
され、フライブルク大学神学部に冬学期より入学。 
 大学進学に至る過程に見られるようにハイデガー

の成育期における宗教の影響を読み取ることは困難

ではない。生活上の理由もあり、カトリック教会の

援助の下の修学であった。教会がこの逸材に目をか

けていたことは言うまでもない。その一端を物語る

のが 、神父グレーバー２、当時コンスタンツの寄宿

舎の舎監もしており、後にフライブルクの司教職

Erzbischof に着く人物で、父の友人でもあるといわ

れているが３、その人から贈られた一冊の哲学書、

ブレンターノー４の卒業論文 Dissertation である『ア

リストテレスの存在者の多義性について』Von der 
mannigfachen Bedeutung des Seiendes nach Aristoteles、
1862,この一書がハイデガーの生涯に与えた影響の

大きさについては記すまでもない。神父の意図が何

であったか、その後のハイデガーの動きを見るとき、

興味を呼ぶ問題ではあるが、当時のハイデガーの関

心と才能のほどを暗示していると言えよう。 
 

2.2 フライブルク大学在学期間 
ハイデガーの修学期の内の大学時代は、1909 年冬

学期の入学から、1915 年夏学期の教授資格申請論文

Habilitationsschrift の提出とそれに次ぐ同年 7 月 27
の試験講義 Probevorlesung の通過によって教授資格

を得て、教授認可（venia legendi）されるまでの六年

間に及ぶ。すなわち、二十歳から六十歳までである。        

驚くほど多方面にわたる諸学の知識をこの間に身に

つけるとともにその基礎を養ったものと思われる５。 
 また積極的に投稿し文筆活動の旺盛なところも見

せている。『全集』集録のほかにも十数篇の作品が明

らかにされている。なかでも、雑誌『アカデミー―

カトリック・アカデミー同盟の月刊誌  ( Die 
Akademiker-Monatschrift der Katholischen Akademiker 
-Verbandes)』〈1908 創刊〉に発表されたものは六篇

に上っている。この同盟はモダニズムに対抗し、神

学および精神科学一般における教会の権威を保守す

ることを狙ったものであり注目される。言うまでも

なくフライブルク大学の神学部在籍当時の投稿であ

る。 
修学時代におけるハイデガーというより、ハイデ

ガーの生涯における一大事件は、フライブルク大学

二年目に起こった、神学部から哲学部への変更であ

る。 
 両親にとって、青天の霹靂といわれる、突発的と

も見えるハイデガーの変心は、1911 年夏の一日生家

の近くの野の道の散策中に決定されたと看做されて

いる６。 
 小村の堂守Mesnerで樽作り職人Küfermeisterに過

ぎなかったが敬虔なカトリック教の信者であった両

親にとって、聖職者としてのマルチンの将来は疑い

のないものであったであろうし、カトリック教会の

恩顧と期待もあったであろう。しかし、ハイデガー

に逡巡するところはなかった７。 
 神学から哲学へ、神学と哲学との関わり、この点

に留意することを強調しておきたい。 
 ハイデガーのフライブルク大学の修学時代に、大

学を支配していたのは、哲学部のみではなく思想界

に君臨していた新カント学派のリッケルト８である。

ハイデルベルク大学のヴィンデルバント９とともに、

所謂ドイツ西南学派（バーデン学派） を形成してい

た。 
 リッケルトの業績は、自然科学に対する文化科学

の学的基礎付け、価値論、歴史の考察、意味の立場

における哲学の統一、などに見られる。ハイデガー

はリッケルトに学ぶとともにこれを乗り越えようと

する。論文の審査も試験講義の判定もリッケルトに

よってなされている。 
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 神学についてはカ－ル・ブライヒ１０を、そのほか

数学、自然科学さらに歴史学を聴講し研究している。

もっとも、ハイデガーの諸学についての関心の深さ

は、高校時代からのものである。特に数学に対する

興味は、「授業が単なる問題解きからより理論的な方

向に入ったとき」、「事柄そのものへの本当の関心に

なって」いったと述懐し、その勢いが「物理学にも

及んでいった」と記している１１。自然科学では生物

学的進化論についての広範な読書と述べているが、

この読書が、宗教の授業から受けた刺激によるもの

としている１２。このあたりの消息は、ハイデガーの

思想を解く上で見逃しえない重要性を持っている。

『存在と時間』において展開される環境論の素地と

でもいうべきものを垣間見る思いがする。 
 なお、語学について一言しておく。ハイデガーと

言葉あるいは言語とのかかわりは、ハイデガー哲学

を解する上で欠くことのできない重要性を持ってい

る。あえて言うまでもないことを記すようであるが、

高校進学に際して語学の訓練を受けていたことは注

目してよいであろう。すなわち、「1900 年以後、ラ

テン語の個人教授を受け、その結果 1903 年、コンス

タンツのギムナジュウムに入学することができた」 
と、述懐している。この高校は古典人文学の教育を

もって知られる由緒ある学校であるが、ハイデガー

にして語学の習得になみなみならない苦心をしてい

る。それも少年時代であることが関心を引く。もっ

とも、この高校入学には聖職者への準備という一面

も絡んでいるらしいので、単純に考えることの出来

ないものがあるのかも知れない 。しかし、ハイデガ

ーと言語について考察する上で重要な示唆を与えて

いると思われる。もとよりハイデガー自身の言葉に

対する関心の深さ、これが根本にあってのことでは

あるが。 
 
2.3 学位論文 
 卒業（学位）論文 Dissertation、『心理主義におけ

る判断論』は、六部構成で、当時、心理主義を立場

として哲学を説いていた哲学者たちの判断に関する

学説を採り上げ、これを新カント派の立場から批判

したものである。 
 ここで注目されるのは、研究の方法として、新カ

ント派あるいは現象学的手法を用いたという点、こ

の点については、ハイデガー自身特に記しているこ

とであり、研究者の好んで問題にするところである

が、単に方法のみではなく、研究対象あるいは研究

素材ともいうべきものに向けられていたハイデガー

の関心、むしろ、この点にこそハイデガー哲学の根

底を形成し底流しているものが潜んでいるように思

われる。 
 一見すると、表題のみからは、あるいは、表題の

みでなく、まさに、採り上げている学説、その主張

者である思想家を一瞥して、研究対象は現代（当代）

であると即断して怪しむところがないであろう。 
 因みにハイデガーの学位論文の目次を掲出してみ

る 。 
  
題目：心理学主義の判断論― 批判的・積極的論理

学への寄与 ―（1913） 
 まえがき 
 序論 
 第一編：判断は統覚的精神活動という根本特性か

ら引き出される 
     （ヴィルヘルム・ヴント） 
 第二編：判断の本質は判断活動にとって構成的な

諸作用の内に探し求められる 
     （ハインリッヒ・マイアー） 
 第三編：判断は心理的諸現象の一基本クラスとし

て特徴づけられる 
     （フランツ・ブレンターノ、アントン・

マルティー） 
 第四編：判断の本質は対象によって要求される真

理的主観の振舞いの内にある 
     （テオドール・リップス） 
 第五編：批判的研究の成果と純粋論理学的判断論

への展望 
 文献 
 
 第五編を除く各編の構成は、第一章で紹介的叙述、

第二章で批評的論評がなされ、さらに判断の構造と

諸形式として第一章が具体化され、第二章では各判

断論の内在的検討と心理主義的問題設立の立証と論

評が二節にわたって記されている。最後の第五編で、
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研究の成果とそれに基づく将来の展望を告げるとい

う、研究論文形式の雛形を見る印象を与える。 
 細かな内容に立ち入ることはしないが、あえて記

すまでもなく、当時の学界の争点であった心理主義

と論理主義について、その争論の只中にあって、論

理主義の立場から心理主義を徹底的に批判しようと

するものである。新カント派の牙城で学的訓練を受

けているものにとって当然といえば当然の姿勢であ

るが、やはり学説が異なるとは言え当代一流の学者

達を正面から見据えてこれを批判しようというので

あるから、今まさに大学の課程を終えようとしてい

る学生の身分である点を顧みれば、その意気の盛ん

な点を買わないわけにはいかないであろう。 
第一編には、心理学者として余りにも著明である

ヴィルヘルム・ヴント１３を配し、その判断論には心

理主義と論理主義との区別が自覚されないまま混在

していると批判する。混在というより、ヴント自身

『論理学』の著書があり、両者の区別について説い

ているが、何処までも心理学主義によって論理主義

を抑えつけようとしている、とハイデガーは批判す

る。 
 マイアー１４については分かり易い箇所を引用し

ておく。 
 
  論理学は心理過程、表象過程、等々の領野から

は徹頭徹尾はずれた、まったく独自の全く固有

な対象を有しているのである。したがって、「判

断作用の論理学」というのは、判断が心理過程

として考察される限り、矛盾したもの〔反意味

的なもの〕である。 
 
 意味というのは、対象の指示と解してよい。 
 

反意味的とは的外れ、ということで、判断を行

為としてのみ、部分作用の複合としてのみ了解

し、そこに「絶えずわれわれの心の能動的行為

が働いている」とされる論理的プロセスに焦点

を当てる、そういう論理的判断は、なおも心理

学主義にとどまっている。 
 
 マイアーの『情動的思考の心理学』を引用しなが

ら、ハイデガーは心理主義を批判する。さらに説明

の要もないと思うが、否定判断において心理主義は

最高に達するとして、「雨が降っていない」という判

断を曇天の場合に行なうのと晴天の場合とでは,そ
の判断の意味が異なるとマイアーは論じているが、

ハイデガーは両方とも雨は降っていないのであるか

ら、意味は同一のままであり、客観的意味として認

識するとしている１５。つまり、判断の形成には様々

な表象群が先行しているので、主観の意識のなかに

は否定化作用が行なわれている間、種々異なった表

象与件が現在している。このことは疑いないにして

も、判断の意味そのものは、もろもろの意識変容と

は関わりなく存続していることも、同じく確実であ

る、と、ハイデガーは強調している１６。ここで、「意

味」について確固とした見解を持っておくことが、

ハイデガーの説く論理主義を解し易くする。さらに、

「妥当」も理解しておくことが肝要である。 
 第三編では、ブレンターノーとその弟子のマルテ

ィーの判断論に移るが、ハイデガーに哲学研究への

動機を与えたブレンターノーではあるが、その点に

は全く触れることなくブレンターノー説の核心に迫

る。 
 「ある対象を志向的に内に含んでいる」１７。心理

現象を物理現象から分かつ心理現象の本質と独自性

を、このように志向性のうちに捉えたのは、ブレン

ターノーの功績であり、フッサールによって継承さ

れ、現象学として開花したことは今更喋々するまで

もない。ただいわば心理主義の母体から発生してき

たこの思想の根拠の危うさについて、フッサールを

悩ました一事１８については触れておく価値があろ

う。とりもなおさず、まさにこの点にこそ心理主義

に対する批判を呼ぶ根拠もあるからである。 
 ブレンターノーの判断論を端的に述べると、肯定

と否定ということになるであろう。つまり「存在」

と「非存在」は、肯定判断の真理性と否定判断の真

理性という概念の相関者であるからで、それは存在

命題について、「ある〈ist〉」と「ない〈ist nicht〉」
の意味の考察に由来する。ブレンターノーは定言命

題を存在命題に変形することを試みている１９。 
 ハイデガーは、ブレンターノーが心理主義と呼ば

れることに抗議しているとしながらも、その判断論
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は心理主義であると断じ、心理主義固有の本質は、

心理的なものに対して論理的なものの独自性を見そ

こない、心理的実在に対して論理的対象本来の現実

性を見そこなう点にあるとしている。もとより、こ

の見解はブレンターノーに限るものでないことは記

述の通りである。その意味から、リップスについて

は特に目に付いた点を記すに留める。 
 とはいえ、リップス２０は、ハイデガーが学位論文

において理想とした純粋論理学の理念に心理主義の

批判を通して近づこうとした、その位置に、つまり

論文構成上、採り上げた心理主義者のうちで最後に

置いて、もっとも多くスペースを割いて論じている

のが、リップスであるから、その点には留意してお

かなくてはならない。 
 注 20 に記しているように、リップスにとっては、

二つの包括的学問が存在するだけである。内的経験

の学と外的経験の学、哲学と自然科学である。哲学

的諸科学の内に心理学があり、すべての学の基礎を

なしている。したがって論理学も心理学に基礎を置

いている。また、論理学は思考の物理学であるとい

われるように、その法則は当為ではなくその本性〔自

然〕の内にある。思考の「自然法則」と関わってい

るので、論理学は究極の要素ともっとも包括的な法

則を取り出すことを課題としている。精神の内容は

そのまったき明晰性と完全性でもって我々の直接的

意識の対象とならねばならない。と、リップスは説

く２１。 
 学位論文に関わりすぎた嫌いがあるが、問題は学

位論文に取り掛かるハイデガーの姿勢にある。 
 その姿勢の根底にあるもの。これを学位論文から

直ちに窺い知ることはできない。したがってこの点

に触れている研究者は先ず見当たらない。もとより

管見のなせる業であることは断るまでもない２２。 
 学位論文の出版の後、1914 年に書評「カントとア

リストテレス」を寄稿している。 
 先に記した範疇論に関する関心がこの書評におい

てどのような現れ方をしているのか、注目される。 
学位論文と教授資格申請論文の合間あるいは直前に

この種の論考がなされているというのも研究姿勢を

窺ううえから興味深く思われる。 
 この書評に次いで、全集第一巻の「まえがき」

Vorwort が掲載されている。ハイデガー全集の構成

については、ハイデガー自身の細かい気配りのもと

になされ、ハイデガーの考えがそのまま生かされて

いる。この「まえがき」を挿入したため、初期著作

集と銘打っていながら、1762 年という晩年の年数を

第一巻は持たなければならなくなった。 
 
2.4 教授資格申請論文 
『ドゥンス・スコトゥスの範疇論と意義論』Die 
Kategorien-und Bedeutungslehre des Duns Scotus すな

わち教授資格申請論文の「まえがき」Vorwort にお

いて、ハイデガーはいくつか重要な点に触れており、

それらは、ハイデガー研究者にとっていわば決め手

ともなる一つの証拠のように、好んで引用されてい

る。例えば、教授資格論文は新カント派の強い影響

の下に記された、というのがその典型といってもよ

く、この重圧を跳ね除ける兆候を見せているのが、

教授資格論文の「結びの章」Schlußkapitel である、

とする見解である。事実、「結びの章」は、審査のた

めにフライブルク大学哲学部に提出された論文には

存在せず、教授資格を得て後出版に際し添付された

ものである２３。したがって、漸く新カント派の圧力

を脱しハイデガー本来の独自性が覗きかけている、

というある種の期待とまさにこれに呼応する言葉を

見出し喧伝されている趣がある２４。 
 フライブルク大学卒業つまり学士論文『心理主義

における判断論』の通過後、ハイデガーは直ちに教

授資格申請論文に着手。1915 年春、一応これを仕上

げ、フライブルク大学〈夏学期〉哲学部に提出し、

同年 7 月 27 日、教授免許を得るための試験講義「歴

史科学における時間概念」Der Zeitbegriff in der 
Geschichtswissenschaft に臨んでいる。 
 試験講義は申請論文と内容上直接のかかわりは

ない２５。またドゥンス・スコトゥスについて特に触

れてもいない。しかし、課題選択に当たって無視す

ることのできない一言は記されている。それに触れ

る前に、ドゥンス・スコトゥスについて略説してお

く。 
 

2.4.1 ドゥンス・スコトゥスについて 
2.4.1.1 生涯 
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ドゥンス・スコトゥス Johannes Duns Scotus の出生

については、確実な記録はない。1266 年と一般に記

されているが、これは司祭に叙任された記録が根拠

となっている。生地についても、スコットランドか

アイルランドといわれている。 
 フランチェスコ修道会に入り、オックスフォード

大学で講義をし、さらにパリ大学で神学博士の学位

を得るため研究を続けているとき、当時の聖俗両界

の争いの影響を受け、国王 8 世から追放処分に処さ

れてオックスフォードに帰り、後再びパリに赴いて

いる。学位を得てから、パリ大学で教授職にあった。

スコトゥスは精妙博士 Doctor Subtilis と呼ばれてい

るように、その学説理論は難解である。この影響が

所謂世に言う煩瑣学としてのスコラ的なる悪評を招

くに至る淵源をなしている。 
 1307 年に、ケルン Köln のフランチェスコ修道会

の建設に赴き、翌年 8 月 23 日その地で没した。 
2.4.1.2 思想 
 ドゥンス・スコトゥスの思想は、中世哲学におい

て、ひと際異彩を放っている。 
 また、中世哲学におけるスコトゥスの位置づけに

しても、これを最高位に置こうとするもののある一

方、ここから中世哲学が破壊されていくと見る見方

もある。ものの勢いというものが、爛熟期に達する

とすでに退行あるいは解体に向かうのを常とすれば、

そのいずれにも妥当するといえるのかもしれない。 
 Doctor Subtilis の思想を、端的に表すなどという試

み自体、方向を誤っているとも評されようが、その

性格の際立った特徴は言いうるものと思う。現に、

スコトゥス説というと直ちに跳ね返ってくる言葉が

ある。「主意説」、これである。 
 中世哲学というと直ちに想起されるのは、実念論

と唯名論の対立、すなわち、概念の実在をめぐる論

争である。スコトゥスは実在の立場に立っている。

オックスフォードにおいて、スコトゥスの教えを受

けたオッカムによって唯名論が主張された。スコト

ゥスの説を徹底した点から考えると、スコトゥスの

実在論はそれ自身興味を惹くものがある。 
 なんと言っても、スコトゥスの思想を特徴付けて

いるのは意志説であり、その性格をあらわすいくつ

かの考え方に触れてみる。 

 神なくして中世哲学はない。中世哲学の一つの典

型をなすスコトゥスの神の観念が問われる。 
 スコトゥスの解する神は意志の神である。創造は

神の意志によってなされる。すなわち、知的な計画

に基づくのではない。存在は神の意志であり、それ

自体善である。つまり、善なる観念にしたがって神

が創造したのではない。 
 このような考えから、神は第一原因として、偶然

における第一原因である。被造物の存在がその根底

において衝動によるものであり偶然である限り、第

一原因としての偶然は理解されねばならない。 
 さらに、神に対して個体について問われる。つま

り、個体化の原理である。すなわち haecceitas = 
thisness = 此性。 
 
2.4.2 教授資格申請論文序論の意義 
 序論の見出しは「スコラ哲学の問題史的考察の必

要性」である。 
 表題に示されているようにハイデガーの目は中世

に注がれている。論文の素材を中世に求める姿勢、

ここに注目したい。 
 中世哲学研究の意義について、中世の文化全体に

対する歴史的研究の成果が客観的評価を得るまでに

高まっていると序論において切り出し、従来の中世

に対する誤った見方は影を潜めたとしながらも、な

お中世文化に対する計り知れない研究の余地のある

のを、マルチン・グラープマン２６のウィン大学教授

就任講演の一節を引用してハイデガーは訴えている。

すなわち、アルベルトゥス・マグヌス２７のような指

導的なスコラ哲学たちの著作さえも完全に出版され

ておらず、中世哲学に決定的影響を与えているアリ

ストテレスについても、そのラテン語への翻訳の徹

底的な調査、スコラ哲学者によるその注釈さらにア

リストテレス事典の研究と出版の必要性、また、初

期スコラ哲学から盛期スコラ哲学への過渡期につい

ての知識を得るための、あるいはボナヴェントゥラ

ー２８からスコトゥスへの展開期におけるフランシ

スコ会学派の活動を叙述するには、なお多くの不明

な点の解明がなされ、未公刊の資料の活用が十分な

される必要があるとされている。アクィナスについ

てもその広範な哲学的影響は弟子たちの未公刊の著
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作に見てとれる２９。 
 範疇論を採り上げる理由について、「ここでは現代

の論理学が非常に精力的に取り組んでいる問題」と

して、述べているように、当時の哲学界において範

疇論が盛んに研究されていたことを窺わせる３０。 
 
2.4.3 「範疇論と意義論」 
 ハイデガーの目的は、ドゥンス・スコトゥスの「意

議論」を考察するための準備工作として、「範疇論」

を先ず取り上げて、検討を進めている。もっとも、

肝心の「意議論」は、ドゥンス・スコトゥスの作で

はないということが、その後研究者によって明らか

にされている。今はこれに立ち入らずまた詳細な点

についても検討を控え、ただ資格申請論文が單に「後

年の実存と存在への朧な思索的萌芽が潜んでもい

た」という見方３１、つまり評価の視点を後年に置こ

うとする立場に立つのではなく、この論文自体に即

してみていきたいと思う。この意味において、ヴィ

ンデルバントは注目される。 
 
３. むすび 
 ― 教授資格論文と試験講義のハイデガー哲学に

占める位置 ― 
教授資格論文『ドゥンス・スコトゥスの範疇論と

意義論』が、ハイデガー哲学において占めている位

置づけについては、大方の研究者の見方にそれほど

の差異はない。 
新カント派、それもドイツ西南学派すなわちバー

デン学派と呼ばれている、新カント派の二大勢力の

一翼を担う、ヴィンデルバント、リッケルト、ラス

クによって形成されている一派、この一派のまさに

その根城において、哲学の修練を重ねたハイデガー

であれば、新カント派の強い影響の下に、というよ

り、新カント派生え抜きの学徒であるといって何の

不思議もない。 
つまり、修学期の総決算でもある学的業績の上に

築かれた教授資格論文であってみれば、そこに、後

年に現れたハイデガー独自の思想を、あるいは手法

を、にわかに探ろうとするのは余りに短絡に過ぎる

と言うべきであろう。まして、根城であるフライブ

ルク大学に君臨していたリッケルトの圧力がハイデ

ガー独自の思想の発露を抑制していたなどというこ

とは、単に思想のみではなく、およそものの生育発

展についてその機微を解しないものといわねばなら

ない。 
教授資格論文について、その意味するところは、

ハイデガー哲学について、関心を深めるほどに、容

易に見過ごしえない様々な性格を浮上させてくる。

その内のあるものは、おそらくハイデガー自身直接

意識していたとは思えないものもあるであろう。す

なわち、何より問われなければならないのは、中世

哲学に対するハイデガーの深い関心である。 
この点については、序論において、ハイデガー自

身その中世哲学観とも言うべきものを簡潔に記して

いるところから明白である。すなわち、これまたハ

イデガー的叙述の特質ともいってよい仕方で述べて

いる。つまり、「必然性」である。問題の立て方、選

択の仕方、叙述を促してくるもの、これらについて

の必然性である。主著『存在と時間』において、こ

の点は遺憾なく発揮されている。あえて記すまでも

ないくらいである。 
中世哲学に対するハイデガーの関心の深さに注目

するのは、単に教授資格論文の冒頭に記されている

中世哲学研究の現状あるいは中世哲学への誘いとい

った表面的な事態についてではない。問題はハイデ

ガー自身の存在の根底に関わる重大性を帯びたもの

である。 
言ってみれば、哲学者ハイデガー誕生の秘奥であ

る。 
神学から哲学への転換。さらに、神学と哲学、あ

るいは、宗教と哲学との峻別。およそ、これらの問

題について、思想史の上からもっとも深刻に問われ

たのは、中世においてその嚆矢とする点において異

論があるとは思えない。もとより、思想上の枢軸が

神中心から人間中心に転換することによって、必ず

しも中世に限定しえない性格のものとして、近代以

降においても、神学と哲学、あるいは宗教と哲学を

めぐる深刻な問題は問われているといわれるであろ

う３２。同じ深刻さについてみても、中世のそれは桁

外れに重大な意味を持っていた。少なくも一身を賭

するほどのものであった。それほどに教権の力は強

大であった。これに対抗した政権によって哲学は庇



若きハイデガーの業績 

398 
 

護された、その端的な例をオッカムに見出すことも

できる。しかし、中世きっての神学者であり哲学者

であったトマスにしてもスコトゥスにしても、異端

の宣告を受け、あるいは政権による追放に処されて

もいる。 
思想の自由が如何に貴重なものであるか、まさに

先人の血によって贖われてきた人類の遺産の上に築

かれたものである。この意味において、自由の観念

は著しく近代を特色付けているといわねばならない。

然るに、スコトゥスの思想の内にはすでに自由の考

察がなされている。既に見たところでもある。 
自由のみではなく、ドゥン・スコトゥスの考えに

は、近代のみではなく現代においてもなお関心を呼

ぶ発想が見られる。まさに、この点においてこそ、

ハイデガーが、教授資格論文として、これに向かお

うとした姿勢のそもそもの動機の発端というより、

その根底をなしているものがあるのではないかとい

う見解を持たしめるものがある。 
その典型的な事例は、先刻来述べている、神学と

哲学、宗教と哲学をめぐる問題である。 
神学から哲学への転換。これなくして哲学者ハイ

デガーはない。ハイデガーの両親に青天の霹靂を見

舞ったフライブルク大学神学部から哲学部への移籍。

後年、キリスト教とギリシャ哲学とのかかわりにつ

いて言及する際に決まって引用する、パウロの言葉。

「この世の知恵を愚かなるものとした」知と信の峻

別。神を臨みつつ哲学者として全うしたその生涯。

ここには、中世的背景によって理解を容易ならしめ

るものがあるとともに、著しく現代的な一面の認め

られるところでもある。 
あえて言えば、中世の思想の辿った道、あるいは、

中世哲学形成の歴史、この途上における重要な分岐

点、それはまた、中世哲学の頂点に達したと看做さ

れる一大特色を呈しているのが、ほかならぬ、ドゥ

ンス・スコトゥスであり、そこにハイデガーの関心

の先駆性を定着してみることも可能であるように思

われる。 
そこから、ギリシャ思想の受容の問題が新たな光

の下に問われてくる。 
これまでのハイデガーとギリシャ思想とのかかわ

りは、アリストテレスに直結して扱われていた。少

なくも、中世を介するものとしては考えられていな

いように見受ける。ハイデガーに哲学への関心を目

覚めさせたのが、周知のように、高校時代、グレー

バー司祭より贈られた『アリストテレスにおける存

在者の多義性』であるところより、直ちに、アリス

トテレスとハイデガーを結びつけて考えがちである。

しかし、アリストテレスの受容にいたるキリスト教

会の動き、というより、それとの接触をめぐって異

常なまでに敏感に示した教会の反応、そこに中世の

思想史を鮮明に彩る二原色を認めることができるで

あろう。聖書とギリシャ哲学。この対立と融和、さ

らに、それらの分離。この過程そのものが西欧中世

思想の歩みであると、言っては極論に過ぎるであろ

うか。 
もとより、宗教と哲学の関係は、対等なものでは

なく、あくまでも縦の関係において問わなければな

らない。まさに哲学は神学の婢 Ancilla である。これ

とてもパウロの言葉に比すれば些かましであるとい

わねばならないのかもしれない。 
このように宗教と哲学とのかかわりを見る見方を

背景とするとき、ドゥンス・スコトゥスの学説は、

やはり際立った特色を示している。 
世に「精妙博士」Doctor Subtilis として知られた学

風の示すように、その論ずるところは微に入り細を

穿って進められ、独自の視点に立っている。そこに

は、斬新さと研究者を悩ます難解さがある。この研

究姿勢は哲学の一つの典型を示しているものといっ

てよいであろう３３。 
 要するに、これまで余り目に止められることのな

かった、ハイデガー初期の論文、修学期の総決算と

目すべき教授資格論文において、ハイデガーはやは

りハイデガーなりの根本姿勢をもって、これに臨ん

でいたこと、この点を明らかに指摘することによっ

て、その後のハイデガーの思想の歩みを理解する手

掛かりを掴むことができるように思われる。 
一見同じように見えて、異なること、つまり、初

期の研究であるから、将来の萌芽が認められるとい

うのと、そのことが根底にあって将来そこから思想

が展開していくという捉え方、微妙ではあるが、決

定的に異なるもののある点を指摘しておきたい。あ

えて、説明を加えることは蛇足であると承知して記
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するならば、根底という見方には、いわば生え抜き

という固有性があるが、萌芽という着想には単に芽

という程度でその根本つまり根にまで及ばない恨み

が残る。 
教授資格論文の内容に著明に見えるものではない

が、ハイデガーの中世哲学に対する深い関心を通し

て、ハイデガーの持つ宗教性についての考察におい

て帰るべき原点がここに内蔵されているものと思う。 
ハイデガーと神学とのかかわりについて、特に注

目されるのは、神学部から哲学部への変更の後も、

神学の講義を、ブライヒ教授について聴講している

ことである。それだけ神学に対する関心の強さを示

しているとともに、やはりハイデガー哲学を考える

にあたって、一つの決定的な鍵がここに秘められて

いるのではないかと思われる。 
この点において、ハイデガー研究者の中でも特に、

レーヴィトに注目させられる。 
 もとより、ハイデガー自身教授資格申請論文に添

えた経歴に記している、数学的なものの見方から抜

け出すところに、一つのハイデガーの思想の転換点

がある。「数学によって養われてきた歴史に対する嫌

悪が徹底的に破砕された」。それにより、「中世哲学

への立ち入った研究を容易にしてくれた」、その成果

が教授資格論文であることを看過することはできな

い。まさにハイデガー哲学に占めるその位置を明示

しているといわねばならない。したがって、資格論

文の意義は、それ自体として評価される意義を持っ

ているのであり、この点について、ヴィンデルバン

トの指示は適切であった。ヴィンデルバントは哲学

史家としても知られているが、その著『一般哲学史』 
Lehrebuch der Geschichte der Philosophie (1892－
1948)において参考文献にハイデガーのこの論文を

挙げている３４。若きハイデガーの業績として夙に公

認したものとして注目される。それが歴史科学に視

点を置いた、試験講義のハイデガー哲学に占める特

筆すべき意義ともなっている。 
試験講義について一言しておく。テーマは時間で

ある。それ故、ハイデガー哲学にとって由々しい課

題であるが、要点は極めて簡明である。物理学的時

間と歴史学的時間の差異を明らかにしたものであり、

文化科学の創唱者リッケルトの膝下に育ったものと

して特筆するまでもあるまい。しかしハイデガーの

時間解説は生活に根差しており興味を引く。範疇

〈一〉についての考察によって鍛えられてきたもの

とも見ることもできよう。また、フライブルク大学

における修学期の掉尾を飾るにふさわしい成果を垣

間見せてもいる３５。 
ハイデガーの若き日の業績については、ハイデガ

ー自身に述懐にもかかわらず。決して無自覚的にな

されていたというものではなく、明確な意図の下に

ひたすら精励していたというべきであろう。 
それが、いかなる意図であったか。教授資格申請

論文添付の経歴の一句が端的に示している。 
 「私の生涯の仕事は、これらの計画の実現に捧げ

られるであろう」と結んでいるが、この計画という

のは、「近代哲学の諸々の手段を使って中世の思想家

の哲学を解釈しつつ理解すること」が「ドゥンス・

スコトゥスの範疇論と意義論に関する研究」を成立

させた、と述べて、このことは同時にハイデガーの

内に、「中世の思想家たちの歴史学的位置を顧慮しな

がら、現代の現象学の光によって、中世の論理学と

心理学を包括的に叙述するという計画を示した」と

いう、まさに資格論文を総括するとともに将来の展

望を告げる意欲に充ちた言葉の内に、その計画の何

であるかを告げている。引き続いて、本心を率直に

打ち明けている。すなわち、「学問的な研究と教育の

職務に就くことが許されるならば」と。 
 この一言こそ、神学部から哲学の研究へと生涯を

かけての一大転換の決意の現われでなくて何であろ

うか。しかし,神学から哲学へ、聖職者から哲学者へ、

信から知への転換は、ハイデガーの将来が決して安

らかなものでないことを同時に告げるものでもあっ

た。 
 それがいかなるものであるのか、稿を改めて論ず

ることとしたい。 
                                                        
１ Martin Heidegger,Gesamtausgabe, 1. 
Abteilung:Veröffentlichte Schriften,1914-1970,Band 1, 
Frühe Schriften,Vitorio klostermann,1978,S.56. 
ハイデガー自ら全集第一巻の序言 Vorwort に記してい

る。和訳：『初期論文集・ハイデッガー全集第一巻』岡

村信孝、丸山徳次訳、創文社、1996,56 ページ。「範疇

論と意義論」 
２ Conrad Gröber 
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３ Ibid.,.S.56. 岡村、丸山訳、同上、４６２ページ。 
４ Franz Brentano,1838-917.二十世紀哲学に大きな影響

を与えたブレンターノーの生涯は、特に宗教（カトリ

ック教会）とのかかわりにおいて際立った特色を示し

ている。 
５ 既に記したように、高等学校時代に養った知識を無

視することは許されない。進化論に関する広範な読書

は、その一例。 
６既に記したように、高等学校時代に養った知識を無視

することは許されない。進化論に関する広範な読書は、

その一例。 
７ ハイデガー自身は健康上の理由としているが、事実

医師の指示でもあったが、学部変更についてはなお検

討の余地がある。 
８ Heinrich Rickert,1863-936.わが国の思想界に及ぼした

リッケルトの声望は、三木清渡独の目的を知るだけで

十分である。三木清*・清水幾太郎『現代随想全集 13』、
創元社、1953、193 ページ。（第一次大戦後、日本から

ドイツへの留学生について、研究あるいは学界の状況

など活写されている、特に 186 ページ以降、ドイツ関

係）。*(1897-945,明治 30－昭和 20)。 
９ フライブルク大学はドイツ西南に位置し、バーデン

Baden 州に属している。ハイデガーの署名に i.B.とある

のはこれを示している。i.Br は im Bresgau。ブレスガウ

のフライブルク大学と、教授資格論文申請に際しても

ハイデガーは明記している。 
１０ Carl Braig. ハイデガーはブライヒの教義学を通

して、ヘーゲル、シェリングのチュービンゲンの思弁

神学に対する意義に関心を持っていく（GA.Ibid.,S.57.
茅野、185 ページ参照）。 
１１ Ibid..『全集１』462 ページ 
１２ Ibid., 同上。 
１３ Wilhelm Wundt,1843-920.ドイツの心理学者、哲学者。

『生理学的心理学綱要』1874、科学としての心理学を

学界に認識させた最初の書。79 年ライプチヒ大学に世

界最初の心理学実験室を創設、そこでの成果を 81 年自

ら創刊した Philosophische Studien に集録。当時のライ

プチヒ大学には日本を含め各国の学者を集め世界をリ

ードしていた観があった。科学的心理学の基礎となり、

ヴントは近代心理学の祖に値する。80 年以降、その視

野は拡大され、論理学、倫理学（目的論的意志説）、哲

学（批判的実在論）の領域に及んだ。 
１４ Heinrich Maier, 著書に、『情動的思考の心理学』

Psychologie des emotionalen Denkens, Tūbingen,1908．  
１５ 全集、前出、110 ページ参照。 
１６ 同上、110-11 ページ参照。 
１７ 同上、114 ページ。心的現象の対象と本質について、
daß sie “intentional einen Gegenstand in sich enthalten”. 
Ibid.,S.115. 
１８ 茅野、前出、197 ページ参照。 

                                                                                              
１９ 「判断の本質契機と考えられた複数の項〔分肢〕

の結合 というのは、「言語的表現の事柄」で」あり、

「「存在」の概念は、判断についての反省によっておよ

そ得られるのである」。そこで、マルティーは述べてい

る、「承認する判断を決して下しはしなかったならば

我々はこの概念〔存在－H〕 を所有してはいないこと

であろう」と、和訳全集、前出、119 ページ。（〔－H〕：

ハイデガーの書き込み）。心理主義の端的な表明といえ

よう。 
２０ Theodor Lipps,1851-914.ドイツの心理学者、哲学者。

心理学は意識体験の学であり、意識は自己の意識とし

てのみ与えられ、したがって自己観察「内省」によっ

て直接把握される経験科学。自然科学は実在の法則性

を認識する経験科学。この実在は専ら感性的現象を通

じてのみ捉えられるが、心理学は直接その実在（意識）

を捉えるという意味で実在の本質に関する学としての

哲学の一部を占める。それのみにとどまらず、リップ

スにあっては、論理学、認識論、倫理学、美学も意識

体験を確定する個人我のなかに包含され、この点で普

通に心理主義の代表者と考えられている。しかし後期

においてはフッサールや新カント派などの影響もあり

心理主義は緩和されている。記述的、分析的心理学の

ほかに、心理現象の因果性を説く説明的心理学を認め

るが前者に比し副次的位置を与えられているにすぎな

い。空間知覚、錯覚、造形美術の研究もあり、特に美

意識における感情移入の意義を強調し、他人の感情生

活の認識もまたこの移入に基づくと説く。 
２１ 岡村・丸山訳『全集』、前出、128 ページ参照。  
２２ 学位論文については、それに引き続く学的業績に

よって、その根底に流れているものが捉えられている。

茅野、同上参照（一貫して論理的であることは断るま

でもないが、学位論文では「純粋論理学」を指向して

いるとする）。ハイデガー自身の見解は貴重である。す

なわち、「私自身の哲学的確信は、アリストテレス的・

スコラ的哲学のそれであり続けた。時とともに私はそ

の哲学の内に蓄積されている思想の財宝は、もっと実

り豊かな利用と応用を許すに違いないし、それを要求

している、ということを認識した」、として、学位論文

が著されたと記している。その意義については本文に

触れてある 
２３ 同上、193 ページ。目次は単に「結び」Schluß。
Ibid.,S.191. 
２４ 渡辺二郎『ハイデッガーの実存思想』、勁草書房、

1987、179，183-193 ページ参照。 
２５ 物理学の〈自然科学的〉時間概念と歴史学的時間

概念が算定にかかわる以上、カテゴリー〈一〉の考察

が背景にあることは指摘するまでもない。 
２６ Martin Grabmann (1875-949).ドイツのカトリック神

学者、哲学者。1898 年司祭。1906 年アイヒシュテット、
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1913 年ウィン、1918 年ミュンヘンの大学教授。中世の

スコラ哲学および神秘思想についての一流の学者とい

われている。 
２７ Albertus Magunus,1206/7－80.偉大なアルベルトゥ

スという意。ドミニコ会員。ボルシュテット Bollstädt
伯爵家の出。シュヴァーベンのラウインゲンで生まれ

た。当時新たに現れたギリシャ的、アラビア的な哲学

と科学を驚くべき精力をもってとりいれ、またアリス

トテレスを独学で研究し、解説し、さらに増補した。

博学のゆえに「普遍的な博士」Doctor universalis と尊称

された。パリでも教えたが、生涯の大部分をケルンで

おくり、ここで教え、この地で死んだ。ケルンのアル

ベルトゥス Albeltus Coloniensis とラテン風にも呼ばれ

ている。アルベルトゥスの哲学上の第一の功績は、ア

リストテレスに教えられて、理性の限界をわきまえた

ことである。信仰の真理は超自然的であって、理性は

それに近づきえない。理性は自然の光として自然的な

世界を理解しうるだけである。このようにして哲学に

固有の領域を見出すとともに、神学にも固有の領域を

与えて、哲学と神学あるいは理性と信仰との間に区別

と調和をうちたてようとした。最大の弟子トマス・ア

クィナスはアリストテレス研究を受け継ぎ、Ulricus 
Engelberti らの他の弟子達は神秘主義を受け継ぎ、ドイ

ツ神秘主義の先駆となった。（マグヌスは、魂は自然学

の認識から出発し、数学や魂の認識を経て、神の瞑想

へとのぼりゆかねばならないと説いている）。 
２８ Bonaventura,1221-71.本名 Johannes Giovani de 
Fidanza.トスカナの身分の低い家の出身。17 歳でフラ

ンチェスコ会にはいり、のちパリ大学でアレクサンデ

ル・ハレシウスに学び、パリ大学で神学を教え著作に

従事、37 歳でフランチェスコ会の総裁。トマス・アク

ィナス、アルベルトゥス・マグヌスと同時代、これら

と匹敵するスコラ学者だが、三位一体は神秘的体験に

よらねば理解できないとする主情的性格が異なる。外

界の事物のうちに神を見る段階より、次第に自己の内

面に神を見る境地に進み「精神絶頂」apex mentis にお

いて、恍惚的な神との交わりが達せられるとしている。 
２９ 岡村・丸山訳『全集』、前出、196 ページ、グラー

プマン講演の一節参照。 
３０ ラスク Emil Lask(1875-915)の著作 Die Logik der 
Philosophie und die Kategorienlehere.(1911),はハイデガ

ーが哲学部に転じた 11 年冬学期に、リッケルトにより

テキストとして用いられている。なおラスクの判断論

も注目されていた。三木はハイデルベルクでウェーバ

ーとラスクを最もよく勉強したと記している（『随想』

前出、194 ページ）。ハイデガーは教授資格申請論文『ま

えがき』で、戦没したラスクに告別の言葉を送ってい

る。  
３１ 渡辺、前出、179 ページ。 

                                                                                              
３２ カント生涯一度の譴責処分は宗教をめぐってなさ

れている。時の政権とのかかわりであることは断るま

でもない。 
「神は死んだ」という西洋人にとって特に衝撃的なニ

ーチェの言葉にしても、その重みは、これを中世にお

いてみて始めて実感されるものと思われる。少なくも

古代ギリシャあるいは現代社会においては、その訴え

る力の強度には比べものにならないものがあるといわ

ねばならないであろう。 
３３ スコトゥス学派に浴びせられたスコラ的という悪

評を招くにさえ至る。 
３４ 井上欣治訳四巻、（第一書房、1932－33）、の中の

第二巻〈1933〉、392 ページ 
３５ 自然科学的時間概念、その基礎をなす数学と物理

学については、神学からコースを変えた後、幾何学、

代数学、実験物理学、実験無機化学などを 1911 年から

13 年にかけて、哲学、数学、自然科学の学生として、

履修届けしていたことが知られている。これらの点に

ついてはハイデガー自身の述懐するところでもある。

数学への関心の深さは生来のものと思われるが、高等

学校時代については本文でも触れてある。数学的なも

のの見方から抜け出すところに、一つのハイデガーの

思想の転換点がある。それが歴史科学に視点を置いた、

試験講義のハイデガー哲学に占める特筆すべき意義と

もなっている。 
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